
小学館「たこマン」 

高濱正伸  税込 1,365 円 

1 コマ目の漫画を見て、2 コ

マ目の落ちを考える。この繰

り返しで発想力が飛躍的に

伸びる！子供向け教材です 

が、大人もハマ

る「たこマン」

カード。 「夢をかなえるゾウ 2」 

飛鳥新社  水野敬也  税込 1,575 円 

200 万部突破のベストセラー待望の続

編！史上最悪の師匠、5 年間の沈黙を破り

再び人間界に降臨！笑って泣ける自己改

革エンタテイメント小説。 
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「センター試験トップの東大生が秘密を教えます。」 

データハウス 戸塚 康文  税込 1,365 円 

センター試験でトップの成績を収めた著者が、センターの重

要点を教科別・大門別に抽出し、満点を目指した、実戦的ト

レーニング本です。 

「世界から猫が消えたなら」 

マガジンハウス  川村元気  税込 1,470 円 

30 歳郵便配達員、余命あとわずか。 

僕は生きるために、消すことを決めた。 

「告白」「モテキ」など話題の映画を製作した、

川村元気氏の小説デビュー作。 

「僕の死に方」 

小学館  金子哲雄  税込 1,365 円 

急性の難病により、41 歳で急逝した流通ジャーナリストの

金子哲雄さん。40 代で死ぬということがどういうことか、

妻に何を残せるか、気持ちにどんな変化が起きるのか…、そ

れらを書き残したいと願った金子さんの最後の著書です。 

☆☆☆☆オンラインでのオンラインでのオンラインでのオンラインでの注文注文注文注文もももも可能可能可能可能ですですですです☆☆☆☆        

eeee----honhonhonhon→→→→ http://www.e http://www.e http://www.e http://www.e----hon.ne.jphon.ne.jphon.ne.jphon.ne.jp        

Tel 099-206-5501  Fax 099-206-5505 

ホームページ http://www.b-taiyo.co.jp/  

 アドレス b-taiyo@b-taiyo.co.jp 

ブックラック 

税込 1,500 円 

  学校名                             先生名                              
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「聞く力」「聞く力」「聞く力」「聞く力」    文藝春秋文藝春秋文藝春秋文藝春秋        阿川佐和子阿川佐和子阿川佐和子阿川佐和子  840  840  840  840 円円円円    

頑固オヤジから普通の小学生まで、つい本音を語ってしまうのはなぜか。 

商談、日常会話にも生かせる「聞く極意」を伝授する。 

「置かれた場所で咲きなさい」「置かれた場所で咲きなさい」「置かれた場所で咲きなさい」「置かれた場所で咲きなさい」    幻冬舎幻冬舎幻冬舎幻冬舎        渡辺和子渡辺和子渡辺和子渡辺和子        1,0001,0001,0001,000 円円円円    

置かれた所こそが、今のあなたの居場所なのです。「こんなはずじゃなかった」

と思う時にも、その状況の中で「咲く」努力をして欲しいのです。 

「新・人間革命「新・人間革命「新・人間革命「新・人間革命    第第第第 24242424 巻」巻」巻」巻」    聖教新聞社聖教新聞社聖教新聞社聖教新聞社        池田大作池田大作池田大作池田大作  1,300  1,300  1,300  1,300 円円円円    

日連大聖人の仏法のヒューマニズムの光をかかげて、 

世界を舞台に繰り広げられる民衆凱歌の大河小説。 

「体脂肪計タニタの社員食堂」「体脂肪計タニタの社員食堂」「体脂肪計タニタの社員食堂」「体脂肪計タニタの社員食堂」    「続・体脂肪計タニタの社員食堂」「続・体脂肪計タニタの社員食堂」「続・体脂肪計タニタの社員食堂」「続・体脂肪計タニタの社員食堂」    

大和書房大和書房大和書房大和書房        タニタタニタタニタタニタ        各各各各 1,2001,2001,2001,200 円円円円    

体脂肪計シェア NO.1 のタニタ！社員も読者も痩せる、まんぷく定食レシピを紹

「舟を編む」「舟を編む」「舟を編む」「舟を編む」    光文社光文社光文社光文社        三浦しをん三浦しをん三浦しをん三浦しをん  1,575  1,575  1,575  1,575 円円円円    

馬締は、辞書の編集＝日本語という大海原を渡るための舟を編みはじめる。 

著者の、日本語への敬意と愛に満ちた長編小説。 

「大往生したけりゃ医療とかかわるな」「大往生したけりゃ医療とかかわるな」「大往生したけりゃ医療とかかわるな」「大往生したけりゃ医療とかかわるな」    幻冬舎幻冬舎幻冬舎幻冬舎        中村仁一中村仁一中村仁一中村仁一  798  798  798  798 円円円円    

「自然死」を見届けてきた現役医師である著者の持論は、「死ぬのはがんに限る。

ただし治療はせずに」。自分の死に時を自分で決める事を提案した画期的な書。

「人生がときめく片づけの魔法」「人生がときめく片づけの魔法「人生がときめく片づけの魔法」「人生がときめく片づけの魔法「人生がときめく片づけの魔法」「人生がときめく片づけの魔法「人生がときめく片づけの魔法」「人生がときめく片づけの魔法 2 2 2 2」」」」    

    サンマーク出版サンマーク出版サンマーク出版サンマーク出版        近藤麻理恵近藤麻理恵近藤麻理恵近藤麻理恵        各各各各 1,4701,4701,4701,470 円円円円    

リバウンド率ゼロ。一度習えば、二度と散らからない「こんまり流ときめき収

「不滅の法」「不滅の法」「不滅の法」「不滅の法」    幸福の科学出版幸福の科学出版幸福の科学出版幸福の科学出版        大川隆法大川隆法大川隆法大川隆法  2,100  2,100  2,100  2,100 円円円円    

たびかさなる天変地異、混乱を極める国際情勢―。 

人類の運命を分かつ 2012 年、未来を切り拓く鍵は、この一冊にある。 

「実はスゴイ！大人のラジオ体操」「実はスゴイ！大人のラジオ体操」「実はスゴイ！大人のラジオ体操」「実はスゴイ！大人のラジオ体操」    講談社講談社講談社講談社        中村格子中村格子中村格子中村格子  1,260  1,260  1,260  1,260 円円円円    

あのラジオ体操は実は究極のエクササイズだった！ 

美脚・小尻・くびれ・若返り・肩こり解消…たった 3 分ですべてが叶う。 

「「「「50505050 歳を超えても歳を超えても歳を超えても歳を超えても 30303030 代に見える生き方」代に見える生き方」代に見える生き方」代に見える生き方」    講談社講談社講談社講談社        南雲吉則南雲吉則南雲吉則南雲吉則  920  920  920  920 円円円円    

56 歳なのに、血管年齢 26 歳、骨年齢 28 歳、脳年齢 38 歳。 

お金や時間をかけず、食事の内容と生活習慣を変えるだけでできる！ 

「ビブリア古書堂の事件手帖「ビブリア古書堂の事件手帖「ビブリア古書堂の事件手帖「ビブリア古書堂の事件手帖 1111～～～～3333」」」」    ｱｽｷｰ・ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽｱｽｷｰ・ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽｱｽｷｰ・ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽｱｽｷｰ・ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ        三上延三上延三上延三上延    

1111→→→→620620620620 円円円円 2 2 2 2→→→→557557557557 円円円円 3 3 3 3→→→→578578578578 円円円円    

極端に人見知りの古本屋の店主が、古書にまつわる謎と秘密を解き明かす。 

「「「「1Q84 BOOK11Q84 BOOK11Q84 BOOK11Q84 BOOK1～～～～3 3 3 3 前編・後編」前編・後編」前編・後編」前編・後編」    新潮社新潮社新潮社新潮社        村上春樹村上春樹村上春樹村上春樹            

BOOK1BOOK1BOOK1BOOK1 前・後前・後前・後前・後,BOOK2,BOOK2,BOOK2,BOOK2 前→各前→各前→各前→各 620620620620 円，円，円，円，BOOK2BOOK2BOOK2BOOK2 後→後→後→後→578578578578 円，円，円，円，BOOK3BOOK3BOOK3BOOK3 前・後→各前・後→各前・後→各前・後→各 662662662662 円円円円

10 歳の時に離ればなれになった二人は、「1Q84 年の世界」でめぐり逢えるのか

「プラチナデータ」「プラチナデータ」「プラチナデータ」「プラチナデータ」    幻冬舎幻冬舎幻冬舎幻冬舎        東野圭吾東野圭吾東野圭吾東野圭吾  760  760  760  760 円円円円    

彼は優秀な科学者だった。連続殺人犯の DNA が自分と一致するまでは…。 

信じられるのは科学か、自分自身か？全ての謎は、DNA が解決する。 

「聖女の救済」「聖女の救済」「聖女の救済」「聖女の救済」    文藝春秋文藝春秋文藝春秋文藝春秋        東野圭吾東野圭吾東野圭吾東野圭吾  710  710  710  710 円円円円    

男が自宅で毒殺された時、動機のある妻には鉄壁のアリバイがあった。 

湯川が導き出した結論は虚数解。驚くべき事件の真相とは？ 

「少女」「少女」「少女」「少女」    双葉社双葉社双葉社双葉社        湊かなえ湊かなえ湊かなえ湊かなえ  650  650  650  650 円円円円    

「人が死ぬのを見てみたい」という衝動から、夏休み、それぞれ老人ホームと

小児科病棟で働く由紀と敦子。少女たちの好奇心は、どんな結末を迎えるのか。
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「共喰い」「共喰い」「共喰い」「共喰い」    集英社集英社集英社集英社        田中慎弥田中慎弥田中慎弥田中慎弥  1,050  1,050  1,050  1,050 円円円円    

欲望は、すべて水に還る。少年たちの愛の行方と血のいとなみ。川辺の町で起

こる、逃げ場のない血と性の濃密な物語。第 146 回芥川賞受賞作。 

「恋物語」「恋物語」「恋物語」「恋物語」    講談社講談社講談社講談社        西尾維新西尾維新西尾維新西尾維新  1,365  1,365  1,365  1,365 円円円円    

阿良々木暦を守るため、神様と命の取引をした少女・戦場ヶ原ひたぎ。 

彼女が選んだのは、真っ黒で、最悪の手段だった…。 

「謎解きはディナーのあとで」「謎解きはディナーのあとで「謎解きはディナーのあとで」「謎解きはディナーのあとで「謎解きはディナーのあとで」「謎解きはディナーのあとで「謎解きはディナーのあとで」「謎解きはディナーのあとで 2 2 2 2」」」」    

小学館小学館小学館小学館        東川篤哉東川篤哉東川篤哉東川篤哉        各各各各 1,5751,5751,5751,575 円円円円    

令嬢刑事と毒舌執事が難事件に挑戦。ユーモアたっぷりの本格ミステリ。 


