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００７サ たった１日で即戦力になるＭａｃの教科書 佐々木  正悟　他 ４８８タ レンズを通して 高円宮妃久子 ４３カ 世界の化学者１２か月 かこ  さとし

００７ナ 情報セキュリティの基礎知識 中村  行宏　他 ４９８チ 一枚の切符 崔  南龍 ４８イ 毒をもつ生き物図鑑 今泉  忠明

１４１ア 理性の起源 網谷  祐一 ４９８ハ カリスマフード 畑中  三応子 ７６コ 大研究雅楽と民謡の図鑑 国土社編集部

１４６シ すべての猫はセラピスト 眞並  恭介 ５２７テ マイクロシェルター Ｄｅｒｅｋ  Ｄｉｅｄｒｉｃｋｓｅｎ ９１サ めざせスペシャルオリンピックス・世界大会！ 沢田  俊子

１５９ロ 平均思考は捨てなさい トッド・ローズ ５４３ニ 福島第一廃炉の記録 西澤　丞 Ｅサ ちいさなうみのかくれんぼ 齋藤  槙

１８８ア ６０歳からヘタれない生き方 有馬　頼底 ５５７モ 水先案内人 森  隆行 Ｅチ ぜったいがっこうにはいかないからね  新装版 ローレン・チャイルド

２１０テ 縄文時代史 勅使河原  彰 ５６６エ 板金加工大全 遠藤  順一 Ｅテ おとえほん エルヴェ・テュレ

２８８タ 忍者の末裔 高尾  善希 ５６８ロ 石油の呪い マイケル  Ｌ．ロス Ｆオ まどれーぬちゃんとまほうのおかし 小川  糸

２８８ヤ いま知っておきたい天皇と皇室 山下  晋司 ５８８オ 発酵文化人類学 小倉  ヒラク Ｆタ 釣りに行こう！ 高橋  秀雄

２８９タ 多田駿伝 岩井  秀一郎 ５９０ヨ 春夏秋冬しあわせを呼ぶ生き方 吉沢　久子 Ｆマ 五七五の夏 万乃華  れん

２８９ナ カリフォルニアのワイン王薩摩藩士・長沢鼎 上坂  昇 ６１３ニ 世界の土・日本の土は今 日本土壌肥料学会

２９１オ 東京古道探訪 荻窪  圭 ６２７ウ 花屋さんが知っておきたい花の小事典 宇田  明　他 【文庫】

２９３サ 十五の夏  上・下 佐藤　優 ６４５イ 世界のねこみち 岩合  光昭 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

２９５オ そして、ぼくは旅に出た。 大竹  英洋 ６５３ラ 世界の樹木 トニー・ラッセル ３３１ア アリエリー教授の「行動経済学」入門 ダン・アリエリー

３０２ク 大学的熊本ガイド 熊本大学文学部　他 ６７３ヤ カフェオーナー・カフェスタッフ・バリスタになるには 安田  理 ４８０ナ 水族館哲学 中村  元

３０４エ 「西洋」の終わり ビル・エモット ６８６ト なぜ南武線で失くしたスマホがジャカルタにあったのか 東洋経済オンライン ９１０ア 芥川追想 石割  透

３０４ハ 世界と渡り合うためのひとり外交術 パトリック・ハーラン ７２１フ 日本画とは何だったのか 古田　亮 ９３３ウ アルテミス  上・下 アンディ・ウィアー

３１２テ 独裁者たちの最期の日々  上・下 ディアンヌ・デュクレ　他 ７６１チ チェリビダッケ音楽の現象学  増補新版 セルジュ・チェリビダッケ ９３３シ 時間線をのぼろう ロバート・シルヴァーバーグ

３１８キ 地方自治論 木村亘　他 ７８０モ 大人女子のための続く筋トレ 森  俊憲 Ｆニ きみのために青く光る 似鳥  鶏

３２３ナ 司法と憲法９条 永井  靖二 ７８６カ 未完の巡礼 神長　幹雄 Ｆミ 京の縁結び縁見屋の娘 三好  昌子

３３１サ ヘンテコノミクス 佐藤  雅彦 ８１１コ かなづかい研究の軌跡 今野  真二 Ｆヨ 台所のラジオ 吉田  篤弘

３３６ヨ リーダーの一流、二流、三流 吉田  幸弘 ８１４ヨ 俗語入門 米川  明彦

３３８ヒ お父さんが教える１３歳からの金融入門 デヴィッド・ビアンキ ９０１ア 場面設定類語辞典 アンジェラ・アッカーマン

３６１ナ 中島誠之助先生、日本の美について教えてください。 中島  誠之助 ９１０ミ 宮沢賢治の真実 今野  勉

３６４シ 知らないと損をする！国の制度をトコトン使う本 清水  京武 ９１１コ 神のみる夢 合田　和厚

３６６オ ブラックバイト  増補版 大内  裕和　他 ９１４ソ 身辺整理、わたしのやり方 曾野　綾子 ★『幸せな裏方』 
３６６ケ 人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか 玄田  有史 ９１４ハ 美女は天下の回りもの 林　真理子 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤井　青銅 ｜著　新潮社（９１４フ）

３６７セ ジェンダー論をつかむ 千田  有紀　他 ９１５イ 旅だから出逢えた言葉 伊集院  静

３６７ヒ 老人の取扱説明書 平松　類 ９２９ハ ピンポン パク  ミンギュ

３６９イ 「国境なき医師団」を見に行く いとう　せいこう ９３３ホ 人みな眠りて カート・ヴォネガット

３６９ミ 被災、石巻五十日。 皆川  治 ９３３マ 竜との舞踏  １・２・３ ジョージ  Ｒ．Ｒ．マーティン

３７５ケ こんなに変わった！小中高・教科書の新常識 現代教育調査班 ９３３ル ハイド ダニエル・ルヴィーン

３７６テ 通信制高校のすべて 手島  純 ９３６シ アウシュヴィッツの歯科医 ベンジャミン・ジェイコブス

３８３カ 「うつわ」を食らう 神崎  宣武 Ｆア アンダーカバー 麻生　幾 ★『番地の謎』 
３８３ヒ 喰ったらヤバいいきもの 平坂  寛 Ｆオ 雪の階 奥泉　光 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今尾　恵介｜著　光文社（２９０イ）【文庫】

４４０フ １４歳からの天文学 福江  純 Ｆサ 砂上 桜木　紫乃

４５１カ 気象予報士・予報官になるには 金子  大輔 Ｆハ 西郷どん！  前編 ・後編　上製版 林　真理子

４５３ヨ 火山学 吉田  武義　他 Ｆヒ 魔力の胎動 東野　圭吾

４５４ウ 京都の凸凹を歩く  ２ 梅林  秀行 Ｆマ 光の犬 松家　仁之

４６０サ 自然観察のポイント 桜谷  保之 Ｆミ 風神の手 道尾　秀介

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

住所のしんがりに来る番地。そもそも番地とはなんだろう。
どこを起点にどんな順番で並んでいるのか？日本の住所表記は大きく３
類型に分けられるが、京都・北海道など独自の表示方式を持つ自治体が
あるのはなぜなのか？そういえば「網走番外地」とは住所なのだろうか？
個性的な住所を細かく詮索しつつ「住所の仕組み」の奥深さを味わう一
冊。(裏表紙より）

「面白い」にはウラがある！！
手塚治虫、大瀧詠一、伊集院光……。数多の著名人・無名人と仕事を重
ねた現役ベテラン放送作家が綴る、思わずニヤリのエッセイ集。みんな
誰かの裏方だ！一番うしろにいるからこそすべてが見える。世の中は、表
も裏もどこかでつながるメビウスの輪。あのヒットの舞台裏を綴る一冊。(本
書帯より)


