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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

０７０モ 江戸の瓦版 森田  健司 ６７３ヨ ユニクロ潜入一年 横田  増生 ６５タ 本当はすごい森の話 田中  惣次

１３１イ 新哲学対話 飯田  隆 ７４８ト 忘れられない祈りの聖地 富井  義夫 ８１オ 写真で読み解く語源大辞典 沖森  卓也

１５９マ 逃げ切る力 馬  英華 ７５６ナ 刀装具 内藤  直子 ９０ト 家族だからって、わからないこともある。 レフ・トルストイ　他

２１０イ 戦争調査会 井上  寿一 ７６１ヒ 日本人とリズム感 樋口  桂子 ９３エ 次元を超えた探しもの クリストファー・エッジ

２１０カ 維新の影 姜  尚中 ７８０カ オリンピック・デザイン・マーケティング 加島  卓 ９３ヘ キツネのパックス サラ・ペニーパッカー

２１０コ 古代天皇家と「日本書紀」１３００年の秘密 仲島  岳 ８０９ヨ 「コミュ障」だった僕が学んだ話し方 吉田  照美 Ｅシ 黄金りゅうと天女 代田  昇

２８９ウ 看取りの人生 内山　章子 ８１２ツ ちょっと意外オトナの語源力 坪内　忠太 Ｅタ たぬきがのったらへんしんでんしゃ 田中  友佳子

２８９サ 西郷隆盛維新１５０年目の真実 家近  良樹 ８１６ナ 日本語笑いの技法辞典 中村  明 Ｅテ サメってさいこう！ オーウェン・デイビー

２９３ト ドイツロマンティック街道 ８３７マ 日本語を翻訳するということ 牧野  成一 Ｅト オニのサラリーマンしゅっちょうはつらいよ 富安  陽子

３０２ク パナマを知るための７０章  第２版 国本  伊代 ９１０ア 貧しい出版者 荒木  優太 Ｅヘ ヴァンピリーナはバレリーナ アン・マリー・ペイス

３０２シ なぜ日本の「ご飯」は美味しいのか シンシアリー ９１０イ 小説の言葉尻をとらえてみた 飯間  浩明 Ｅミ ヒヒヒヒヒうまそう 宮西  達也

３０４タ 日本の気配 武田  砂鉄 ９１０コ 文学はおいしい。 小山  鉄郎 Ｆア しりとりボクシング 新井  けいこ

３０９フ そろそろ左派は〈経済〉を語ろう ブレイディ  みかこ ９１０シ 深読み日本文学 島田  雅彦

３１６イ ハーフ・ブリード 今福  龍太 ９１１オ 吉原の江戸川柳はおもしろい 小栗  清吾 【文庫】

３１６サ 民族問題 佐藤  優 ９１１ワ 大人になるまでに読みたい１５歳の詩  ２ 和合  亮一 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３１９コ 戦争なんか大きらい！ 子どもの本・九条の会 ９１４ア ペンの力 浅田  次郎　他 ９３３テ シェイプ・オブ・ウォーター ギレルモ・デル・トロ 他

３３２タ 経済成長の日本史 高島  正憲 ９１６イ ルポ川崎 磯部  涼 Ｆオ 逢魔が時に会いましょう 荻原　浩

３３６オ 働き方改革個を活かすマネジメント 大久保  幸夫 ９１６マ 最後の「愛してる」 前田  朋己 Ｆサ 宝引きさわぎ 佐伯  泰英

３６６コ シングル女性の貧困 小杉  礼子　他 ９３３エ ザ・サークル デイヴ・エガーズ Ｆﾄ 朝焼けの辻 鳥羽  亮

３６６タ 過労死ゼロの社会を 高橋  幸美　他 ９３３ト ふたつの人生 ウィリアム・トレヴァー Ｆハ みずうみの妻たち　上・下 林　真理子

３６６ミ 働く、働かない、働けば 巳年  キリン ９３３ル スパイたちの遺産 ジョン・ル・カレ Ｆホ ｄｅｌｅ  ２ 本多  孝好

３６６モ 自治労の正体 森口  朗 ９３４ネ ニッポン放浪記 ジョン・ネイスン

３６８イ 貧困の戦後史 岩田  正美 ９５３カ 夜明けの約束 ロマン・ガリ

３６８ナ ヒトは「いじめ」をやめられない 中野  信子 Ｆア 泥棒たちの十番勝負 赤川　次郎

３６９ス 子どもの貧困対策と教育支援 末冨  芳 Ｆア 火花散る あさの　あつこ

３６９ヒ 目に見えない世界を歩く 広瀬  浩二郎 Ｆア 火のないところに煙は 芦沢  央 ★『 お殿様、外交官になる 』 
３６９ヒ 私たちは生きづらさを抱えている 姫野  桂 Ｆア ガラスの殺意 秋吉  理香子 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊田　忠雄｜著　祥伝社（３１９ク）

３６９ユ 「なんとかする」子どもの貧困 湯浅  誠 Ｆア 居酒屋ぼったくり  １０ 秋川  滝美

３７２ク 日本の１５歳はなぜ学力が高いのか？ ルーシー・クレハン Ｆイ 下町ロケットヤタガラス 池井戸  潤

３７７コ 盗まれる大学 ダニエル・ゴールデン Ｆイ クリスマスを探偵と 伊坂  幸太郎

３８３ル パンの歴史 ウィリアム・ルーベル Ｆイ 天の花 伊吹  有喜

３８４ナ 江戸の異性装者たち 長島  淳子 Ｆイ 時限感染 岩木  一麻

３９７カ アメリカ太平洋軍 梶原  みずほ Ｆオ 庭 小山田  浩子

４５５タ 地すべり山くずれの実際 高谷  精二 Ｆオ アリバイ崩し承ります 大山  誠一郎 ★『めそめそしてても、いいじゃない！？』 
４９０イ 病とむきあう江戸時代 岩下  哲典 Ｆカ 思い出が消えないうちに 川口　俊和 　　　　　　　　　オスカー・ワイルド｜（他）著　くもん出版（９０ト）【児童】

４９７ム 歯周病なんか怖くない 村上  伸也 Ｆカ 玉村警部補の巡礼 海堂  尊

４９８ナ 薬害エイズ事件の真相 長山  淳哉 Ｆニ 叙述トリック短編集 似鳥  鶏

５１８キ 中国ごみ問題の環境社会学 金  太宇 Ｆニ 十二大戦 西尾  維新

５３７イ 自動車会社が消える日 井上  久男 Ｆヒ 沈黙のパレード 東野　圭吾

６１７ツ スパイスの歴史 フレッド・ツァラ Ｆヒ 明智小五郎回顧談 平山  雄一

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

文学ほど、想像力をかきたててくれるものはない。
作者の思い描いた世界が、手にとるようにイメージできることもあれば、ひ
とつの言葉や文章に、心をうばわれたり、あるいは、つまずいたりして、な
かなかすいすいとは、読み進められないこともある。自分の好きな時に、
自分のペースで、気楽に読んでほしい。孤独との闘いの中で、キミはきっ
と、無限の想像力を手に入れるだろう。（本書見返しより）

教科書には書かれていない日本外交史
明治政府は、藩主出身者、いわば「元お殿様」を公使としてイタリア、フラ
ンスなどの外国へ派遣していた。彼らは外交のプロではない。現地語は
話せないし、なかには洋行の経験がまったくない人もいた。ちゃんと務
まったのか？
日本の“国際デビュー”顚末記。（本書見返しより）


