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ラベル№ 書　　　　　　名 著　者　名 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

００７ナ ＡＩ現場力 長島  聡 ６１６タ 全国棚田ガイドＴＡＮＡＤＡＳ 棚田ネットワーク ６２ヤ 調べてなるほど！果物のかたち 柳原  明彦

０２２フ 写本の文化誌 ｸﾗｳﾃﾞｨｱ･ﾌﾞﾘﾝｶｰ･ﾌｫﾝ･ﾃﾞｱ･ﾊｲﾃﾞ ６２７セ 花の壁飾りスワッグの作り方 誠文堂新光社 ７７ハ 夢の江戸歌舞伎 服部  幸雄

０７０ト 新聞の嘘を見抜く 徳山  喜雄 ６７４ノ 小さな会社逆襲の広報ＰＲ術 野澤  直人 ９３セ マンザナの風にのせて ロイス・セパバーン

１９８シ 神父さま、なぜ日本に？ 女子パウロ会 ７０２オ 現代アートとは何か 小崎  哲哉 Ｅミ ダンゴムシみつけたよ 皆越　ようせい

２１０イ 逆説の日本史  ２３  明治揺籃編 井沢  元彦 ７６１カ 先生のための楽典入門 これだけは知っておきたい楽譜のしくみ 加藤  徹也 Ｆア 満月の娘たち 安東  みきえ

２１０サ 夢の日本史 酒井  紀美 ７６２マ 私のヴァイオリン 前橋  汀子 Ｆト おしりたんていみはらしそうのかいじけん トロル

２１０タ 古事記の暗号 竹内  睦泰 ７６４オ あるある吹奏楽部の逆襲！ オザワ部長

２１０フ 埋もれた江戸 藤本  強 ７７２ヒ 「昭和」の子役 もうひとつの日本映画史 樋口  尚文 【大活字本】

２９１ク 深ぼり京都さんぽ グレゴリ青山 ７７５ホ 戦禍に生きた演劇人たち 堀川  惠子 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

２９２モ １０日暮らし、特濃シンガポール 森井  ユカ ７７８イ バルタン星人を知っていますか？ 飯島  敏宏　他 Ｌ４９３ホ 小児病棟の四季 細谷  亮太

３０２タ アフリカ文化探検 田中  二郎 ７７９サ 私説大阪テレビコメディ史 澤田  隆治 Ｌ９１４ム ぬるい生活 群  ようこ

３１６ノ 世界を分断する「壁」 アレクサンドラ・ノヴォスロフ　他 ７７９ヤ 国策紙芝居からみる日本の戦争 安田  常雄 ＬＦシ 夏草の賊  １・２・３・４ 司馬  遼太郎

３２３カ 幸せのための憲法レッスン 金井  奈津子 ７８３ヒ 樋口久子ゴルフという天職 樋口  久子 ＬＦシ ポニーテール  上・下 重松  清

３２３ナ 世界の人権保障 中村  睦男　他 ７８９シ 職業は忍者 甚川  浩志 ＬＦツ 遍路みち 津村  節子

３２９シ 紛争地の看護師 白川　優子 ９１０エ 乱歩と正史 内田  隆三 ＬＦム 遠い勝鬨 上・ 下 村木  嵐

３３４カ 未来の年表  ２ 河合　雅司 ９１０ヤ 文豪の凄い語彙力 山口　謠司

３３６オ 日本の人事を科学する 大湾  秀雄 ９１４カ 鬱屈精神科医、お祓いを試みる 春日  武彦 【文庫】

３３６ヤ 働き方改革の経済学 八代  尚宏 ９１４ス ブックデザイナー鈴木一誌の生活と意見 鈴木  一誌 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３６８シ ＰＣ遠隔操作事件 神保  哲生 ９１４セ ９５歳まで生きるのは幸せですか？ 瀬戸内  寂聴　他 Ｆサ 夏の雪 佐伯  泰英

３７１オ 不登校の本質 小野  昌彦 ９１４ハ 旅ゆけば味わい深し 林　望 Ｆナ どこかでベートーヴェン 中山　七里

３７４ナ 笑う！教師の１日 中村  健一 ９１６タ あたらしい無職 丹野  未雪 Ｆフ 世界で一つだけの殺し方 深水  黎一郎

３７８サ ダウン症のある子どもへのアプローチ２２２ 佐藤  功一 ９１６ミ 妻が願った最期の「七日間」 宮本  英司

３７９ワ 「自分から勉強する子」の親の言葉  男子編 和田  秀樹 ９２６チ 不屈 陳  光誠

３８２オ ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと 奥野  克巳 ９３６ウ 悪魔の日記を追え ロバート  Ｋ．ウィットマン　他

３８３ミ 幻の黒船カレーを追え 水野  仁輔 Ｆイ 日傘を差す女 伊集院  静

４０１ト 科学の最前線を歩く 東京大学教養学部 Ｆウ 戦の国 冲方  丁 ★『消えゆく太平洋戦争の戦跡』 
４０４サ 暮らしのなかのニセ科学 左巻  健男 Ｆオ 双生児 折原  一 　　　「消えゆく太平洋戦争の戦跡」編集委員会｜編　山川出版社（２１０キ）

４５０タ 地球は本当に丸いのか？ 武田  康男 Ｆカ うなぎ女子 加藤  元

４６８キ セレンゲティ・ルール ショーン  Ｂ．キャロル Ｆク じっと手を見る 窪　美澄

４９０ム 不確かな医学 シッダールタ・ムカジー Ｆコ 星ちりばめたる旗 小手鞠  るい

４９２ウ ＮＡＴＵＲＥ  ＦＩＸ自然が最高の脳をつくる フローレンス・ウィリアムズ Ｆス 岩塩の女王 諏訪  哲史

４９８ナ コップの中の医療村 中村  哲生 Ｆタ 送り火 高橋　弘希

５０４エ ２０５０年の技術 英「エコノミスト」編集部 Ｆタ 乗りかかった船 瀧羽  麻子

５１８コ トコトンやさしい水道管の本 高堂  彰二 Ｆタ 越し人 谷口  桂子 ★『料理しなんしょ コッペとオサジのおいしい１２か月』 
５２７サ 住宅展示場では教えてくれない本当のこと。  新版 住宅業界は、早く壊れる家を造りたい！ 澤田  升男 Ｆマ もう「はい」としか言えない 松尾　スズキ 　　　　まるもと  ただゆき|著 こがしわ  かおり|画　偕成社（５９マ）【児童】

５２７マ 耐震シェルターがわかる本 前田  邦江 Ｆミ 首の鎖 宮西　真冬

５５６ア 世界の廃船と廃墟 アフロ Ｆム 燃える波 村山　由香

５９４タ お砂糖みたいな甘い刺しゅう 田村  里香 Ｆメ 眼の奥の森  新装版 目取真  俊

５９７セ すごい！セスキ掃除 石鹸百科 Ｆヤ きっと誰かが祈ってる 山田  宗樹

６１４ナ アフガン・緑の大地計画 中村  哲 Ｆユ パラダイスィー８ 雪舟  えま

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

料理なんてとんでもない？
そんなあなたをたすけるとくべつな本、それが「料理しなんしょ」です。
「しなんしょ（指南書）」とはなにをどうしたらいいかおしえてくれる本の
こと。なにもできなくてもだいじょうぶ。おゆをわかすところから、1か月
ずつすすんでいけば、12月にはパーティができるうでまえに！たのし
くおいしい、料理のおはなしです。（本書見返しより）

海底で朽ちゆく特攻機、ジャングルに眠る日本軍の爆撃機。
虚空を睨む砲台跡、波に洗われる座礁船――。
海外と国内に残る戦跡の現状をジャーナリストや作家、研究者がレ
ポート。風雨に晒され、多くが消滅の危機に。海外23地域、写真
400点が物語る、太平洋戦争遺跡のレッドデータブック。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本書帯より）


