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 ２０１０．８．３１  発行 

＜ 新 刊 案 内 ＞ 
＜ 総記・０００ ＞ 
００７ あの～、それは違法行為ですけど・・・ 牧野 二郎 
 
＜ 哲学・１００ ＞ 
１７２ 幸せが授かる日本の神様事典 
 
＜ 歴史・２００ ＞ 
２１０ 新撰組全隊士徹底ガイド  前田 政記 
２１６ 幕末・維新 彩色の京都  白幡 洋三郎 
２９２ 戦禍のアフガニスタンを犬と歩く  ローリー・スチュワート 
 
 
 
＜ 社会科学・３００ ＞ 
３３５ 日本でいちばん大切にしたい会社２  坂本 光司 
３３６ ビジネスマナー 虎の巻  西出 ひろ子 
３３６ ゼロから教えてビジネスマナー  松本 晶子 
３６６ 資格図鑑！２０１１  オバタ カズユキ 
３６８ 事件現場清掃人が行く  高江州 敦 
３７１ １０代のためのケータイ心得  こころ部 
３７６ 教師が薦める大学 小園 修 
 
３７７ 面接の１０分前、１日前、１週間前にやるべきこと 海老原 嗣男 
３７７ 時間と学費を無駄にしない大学選び２０１１  石渡 嶺司 
３８５ 「さすが！」といわせる大人のマナー講座 
３８５ スタッフの品格が高まる美しいマナー、上品なしぐさ 土屋 史子 
３８５ 心をつかむ接客マナー  高橋 よしみ 
 
 
 

＜ 自然科学・４００ ＞ 
４４３ 星座の事典  沼澤 茂美 
４５１ すごい空のみつけかた  武田 康男 
４８０ パンダの飼い方  白輪 剛史 
 
 
４９３ 肩こり・頭痛は９９％完治する  酒井 慎太郎 
４９３ 丈夫がいいね花粉症に負けない   
４９７ スーパー図解 歯周病  中村 公雄 
４９８ ごきぶり撲滅大作戦 役立つ！笑える！ゴキブリ退治マニュアル 
 
＜ 技術・工学・５００ ＞ 
５７６ 化粧品とエステ業界のスペシャリストになる！？ 
５９４ 作ってあげたい 猫の首輪  西 イズミ 
５９５ 素肌美人になるためのスキンケア基本事典 

本当に正しい大人のスキンケア  
美肌をつくる朝と夜のスキンケア  吉木 伸子 

５９５ シンプルスキンケア  前田 京子 
５９６ 渋谷 moyashi のもやしごちそうレシピ 
 
＜ 産業・６００ ＞ 
６４５ スマイル☆アルパカ  那須アルパカ牧場 
６７３ ウェディングプランナーになりたいきみへ 
６７３ ウェディングプランナーという仕事  堂上 晶幸 
６７３ こだわり雑貨店とカフェのデザイン 
６７３ 龍馬伝 後編 
６７３ わたしのお店のはじめかた。 
 
＜ 技術・７００ ＞ 
７４６ デジタル一眼レフカメラの撮り方手帖 
７４８ 虹の風景  高橋 真澄 
７５０ みんなでつくろう！大型クラフト 
７７５ バナナの皮はなぜすべるのか？  黒木 夏美 
７８４ バンクーバー五輪 フィギュアスケート 
７９７ トイレの神様  植村 花菜 
 
 



＜ 言語・８００＞ 
８０９ 即答するバカ  梶原 しげる 
８０９ また会いたい！と思われる自己紹介のルール  田中 省三 
８１０ １５歳の日本語上達法 １５歳の日本語上達法  金田一 秀穂 
８１４ 国語力の身につく ことわざ１０００ 
８１４ 新レインボー写真でわかることわざ辞典 
８１６ 小論文・面接の時事ネタ本 保育士・幼稚園教諭系編 
８１６ 小論文・面接の時事ネタ本 看護・医療・介護系編 
８１６ 小論文・面接の時事ネタ本 医・歯・薬福祉系編 
 
＜ 文学 ９００＞ 
９１１ 空が青いから白をえらんだのです 寮 美千子 
９１３ バイバイ、ブラックバード  伊坂 幸太郎 
９１３ 小さいおうち  中島 京子 
９１３ 野川  長野 まゆみ 
９１３ ブレイズメス１９９０  海堂 尊 
９１３ 天国旅行  三浦 しをん 
９１３ お茶が運ばれてくるまでに  時雨沢 恵一 
９１３ うりずん  吉田 修一 
 
 
９１３ かのこちゃんとマドレーヌ夫人  万城目 学 
９１３ きみが見つける物語 ティーンエイジ・レボリューション 
９３６ 奇跡は起こせる  ジョン・Ｆ・クラウリー 
９５３ ペギー・スー 赤いジャングルと秘密の学校   

 ペギー・スー 光の罠と明かされた秘密 
    ペギー・スー 魔法の星の嫌われ王女 セルジュ・ブリュソロ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【第１４３回 芥川賞受賞作】 

『乙女の密告』 赤染 晶子 
京都の大学で、『アンネの日記』を教材にドイツ語を

学ぶ乙女たち。 

日本式の努力と根性を愛するバッハマン教授のもと、

スピーチコンテストに向け、「一九四四年四月九日、

日曜日の夜」の暗記に励んでいる。ところがある日、

教授と女学生の間に黒い噂が流れ……。 
 

 
【 第１４３回 芥川賞 候補作品 】 
『その暁のぬるさ』 ／ 鹿島田 真希  
『ハルツームに私はいない』 ／ 柴崎 友香 
『拍動』 ／ シリン・ネザマフィ 
『うちに帰ろう』 ／ 広小路 尚折 
『自由高さＨ』 ／ 穂田川 洋山 
 

【第１４３回 直木賞受賞作】 

『小さいおうち』 中島 京子 
昭和６年、若く美しい時子奥様との出会いが長年の奉

公のなかでも特に忘れがたい日々の始まりだった。 
女中という職業に誇りをもち、思い出をノートに綴る

老女、タキ。 
モダンな風物や戦争に向かう世相をよそに続く穏やか

な家庭生活、そこに秘められた奥様の切ない恋。 
そして物語は意外な形で現代へと継がれ……。 

 
【 第１４３回 直木賞 候補作品 】 
『あの日にかえりたい』 ／ 乾 ルカ 
『天地明察』 ／ 冲方 丁 
『リアル・シンデレラ』 ／ 姫野 カオルコ 
『かのこちゃんとマドレーヌ夫人』 ／ 万城目 学 
『光媒の花』 ／ 道尾 秀介 


