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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ハ 人工知能の核心 羽生  善治 ６４９イ 動物看護師になるには  改訂版 井上  こみち ３３イ ようこそ、難民！ 今泉  みね子

０１９ニ 死ぬほど読書 丹羽  宇一郎 ６７５ク ジョブ理論 クレイトン  Ｍ．クリステンセン ７２エ みつけて！アートたんてい ﾌﾞﾙｯｸ･ﾃﾞｨｼﾞｮｳﾞｧﾝﾆ･ｴｳﾞｧﾝｽ

１４１カ 怒りを鎮めるうまく謝る 川合  伸幸 ７２６イ 英米の絵本の窓から 石原  敏子 ９３ス セブン・レター・ワード キム・スレイター

１４８セ 十二支読本 稲田  義行 ７６４ヤ 吹奏楽の神様屋比久勲を見つめて 山崎  正彦 Ｅト ウサギのすあなにいるのはだあれ？ ジュリア・ドナルドソン

１５９ヒ 生きていくあなたへ 日野原  重明 ７７９ハ 人生はおもしろがった人の勝ち 萩本　欽一 Ｅヒ 巨人の花よめ  菱木  晃子

２０９ソ 生きものにあやつられた日本と世界の歴史 造事務所 ７９８オ ゲームの面白さとは何だろうか 大森  貴秀　ほか Ｅヒ 手おけのふくろう ひらの  のぶあき

２０９ワ 年表でわかる現代の社会と宗教 渡邊  直樹 ８３７セ １００語で簡単！ネイティブに伝わる英会話 デイビッド・セイン Ｆア だんまりうさぎときいろいかさ 安房  直子

２１０シ 「世界史」で読み解けば日本史がわかる 神野  正史 ８６７ア スペイン語で味わう太宰治短編集 エレナ・ガジェゴ・アンドラダ

２１３ツ 帝都防衛 土田  宏成 ９１０ナ 枕詞はサッちゃん 内藤  啓子 【郷土資料】

２８９タ 言葉に命を ポルドミンスキイ ９１０ヨ 米澤穂信と古典部 米澤  穂信 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

２９０シ 新・風景論 清水  真木 ９１１ト 原爆詩集 峠  三吉 Ｎ３３４オ 満洲分村移民を拒否した村長 大日方  悦夫

２９１ス 駅ナカ、駅マエ、駅チカ温泉 鈴木  弘毅 ９１４イ たそがれてゆく子さん 伊藤  比呂美 Ｎ４８８ナ ライチョウを絶滅から守る！ 中村  浩志　ほか

３０２ソ 都道府県格差 造事務所 ９１４サ 忘れる女、忘れられる女 酒井  順子 Ｎ６５９キ 晴れた日は鴨を撃ちに 北尾  トロ

３１９オ 偽装の被爆国 太田  昌克 ９１４シ 夢みる昭和語 女性建築技術者の会

３３５キ ＳＴＡＲＴ  ＵＰ ダイアナ・キャンダー ９１４ト 「マコトよりウソ」の法則 外山  滋比古 【文庫】

３３５サ 巨大ブラック企業 佐高  信 ９１４ナ お先に失礼します！ 中村  一 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３６１イ やわらかい人間関係をつくるすごい挨拶力 岩下  宣子 ９１５ユ バッグをザックに持ち替えて 唯川　恵 ４４６テ 夜ふかしするほど面白い「月の話」 寺薗  淳也

３６１ウ アメリカを動かす「ホワイト・ワーキング・クラス」という人々 ジョーン  Ｃ．ウィリアムズ ９１６コ 世界初の人工舌で「夢の会話」に生き甲斐 小崎  武 ９１４オ ニューヨークの魔法のかかり方 岡田  光世

３６１サ 最強の説得力 齋藤  孝 ９２９ハ ギリシャ語の時間 ハン  ガン Ｆカ 極道大名 風野  真知雄

３６７タ 子どもが生まれても夫を憎まずにすむ方法 ジャンシー・ダン ９３３ミ オクトーバー チャイナ・ミエヴィル Ｆト 極楽安兵衛剣酔記 鳥羽  亮

３６７タ 定年入門 高橋　秀実 ９３６ホ ４歳の僕はこうしてアウシュヴィッツから生還した イケル・ボーンスタイン Ｆニ 九州新幹線「つばめ」誘拐事件 西村  京太郎

３６９ハ 自分とは違った人たちとどう向き合うか ジグムント・バウマン ９６３ヒ パリに終わりはこない エンリーケ・ビラ・マタス

３７３オ 徹底検証「森友・加計事件」 小川  榮太郎 Ｆア 地に滾る あさの　あつこ

３７７キ ノーベル賞の舞台裏 共同通信ロンドン支局取材班 Ｆイ 地の星 伊吹  有喜

３７９シ わが子のやる気の育て方 ジョビィキッズ Ｆイ 世界で一番のクリスマス 石井  光太

４３０ウ 卜部の高校化学の教科書 卜部  吉庸 Ｆウ かちがらす 植松　三十里 ★『 県都物語 』 
４８０コ 動物園ではたらく 小宮  輝之 Ｆエ この春、とうに死んでるあなたを探して 榎田　ユウリ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西村 幸夫｜著　有斐閣（５１８ニ）

４８８ア 世界の国鳥 アフロ Ｆキ ロンリネス 桐野　夏生

４８９ハ 人を襲うクマ 羽根田  治 Ｆサ 白き糸の道 澤見  彰

４９１カ 本当に効く薬の飲み方・使い方 加藤  哲太 Ｆネ ナックルな三人 ねじめ  正一

４９１ス 「めんどくさい」がなくなる１００の科学的な方法 菅原  道仁 Ｆノ 六月の雪 乃南　アサ

４９３タ ストレスの脳科学 田中  正敏 Ｆハ 三千円の使いかた 原田　ひ香

４９６ナ 言語聴覚士になるには 中島  匡子 Ｆフ 遺産ゲーム 藤原  一裕

４９８マ 老いない人は何を食べているか 松生  恒夫 Ｆフ ドレス 藤野  可織 ★『珍獣ドクターのドタバタ診察日記』 
５７６オ 新オリーブオイルのすべてがわかる本 奥田  佳奈子 Ｆミ ののはな通信 三浦しをん 　　　　　　　　　　　　　　　　田向 健一｜著　ポプラ社（６４タ）【児童】

５８８カ 日本のすごい食材 河崎  貴一 Ｆミ スケルトン・キー 道尾　秀介

５９０サ そして、暮らしは共同体になる。 佐々木  俊尚 Ｆミ 魔邸 三津田  信三

５９６ニ 伝え継ぐ日本の家庭料理｜魚のおかず  いわし・さばなど日本調理科学会 Ｆム ちゅうちゃん 向山  義彦

５９７モ 落ちない汚れをラクに落とす掃除術 茂木  和哉 Ｆモ メメント１９９３ 両角  長彦

６１９オ 小麦粉の科学 大楠  秀樹 Ｆヨ ウォーターゲーム 吉田　修一

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

生きものの生と死を考える熱血獣医の奮闘記！
２センチのアマガエルから７８センチのリクガメまで！１００種類を超
える動物たちの治療をしてきた田向先生がたどりついた、「命を飼
う」ことの意味とは？笑って泣いて考える、生きものの命との向きあ
い方。（本書帯より）

あらゆる都市に物語がある。
都市計画の第一人者が津々浦々を自分の足でめぐり、目でたしか
めた県都の成りたちを緻密かつ大胆に開陳！あなたのまちの物語
をひもとく入魂の一冊。（本書帯より）


