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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

０６１マ ボーリンゲン ウィリアム・マガイアー ５９６ク パンといっぴき 桑原  奈津子 １８オ 仏像なんでも事典 大谷  徹奘

０７０ク 「愛国」という名の亡国論 窪田  順生 ５９７カ 片づけ・収納・掃除・洗濯の教科書 ４８ヨ 昆虫の体重測定 吉谷  昭憲

１４０ナ 人前で緊張しない人はウラで「ズルいこと」やっていた 内藤  誼人 ６９９ム 放送作家という生き方 村上  卓史 ５９ヤ まいにちつかうはしってすごい！ 谷田貝  公昭

１４１ヤ 好かれる女は、感情の整理がうまい 山本  なつみ ７１４ヒ 太陽の塔 平野  暁臣 ６２ヤ 調べてなるほど！野菜のかたち 柳原  明彦

１４７セ 自分でできる縁むすび 青龍 ７２３キ クロード・モネ ロス・キング ９１コ あいうえどうぶつえん 小林  純一

１５９ナ 心に折り合いをつけてうまいことやる習慣 中村  恒子 ７５７サ 塑する思考 佐藤  卓 Ｅコ ぜったいにおしちゃダメ？ ビル・コッター

２０９ク 図説世界を変えた１００の文書 スコット・クリスチャンソン ７５８ニ この椅子が一番！ 西川  栄明 Ｅサ だんごむしのおうち 澤口  たまみ

２１０オ 近代日本の偽史言説 小澤  実 ７６８ウ スコットランドに響く和太鼓 ウイリアムス  春美 Ｅタ そらからぼふ～ん 高畠  那生

２１６ウ 古墳空中探訪  奈良編 梅原  章一 ７７９ア 落語の名作あらすじ１００ 青木  伸広 Ｅテ ホッキョクグマ ジェニ・デズモンド

２８８フ 光格天皇 藤田  覚 ９１０カ 原民喜 梯  久美子 Ｅヘ 雪のおしろへいったウッレ エルサ・ベスコフ

２８９オ 日本史上最高の英雄大久保利通 倉山  満 ９１１コ 額田王と初期万葉歌人 梶川  信行 Ｆサ 空で出会ったふしぎな人たち 斉藤  洋

２９１ヤ 古地図から読み解く城下町の不思議と謎 山本  博文 ９１４イ 記憶の海辺 池内  紀 Ｆニ ツトムとネコのひのようじん にしかわ  おさむ

２９５マ ＧＯＮＺＡＬＥＳ  ＩＮ  ＮＥＷ  ＹＯＲＫ 丸山  ゴンザレス ９１４シ 小岩へ 島尾  伸三

３０２ク ４７都道府県の偏差値 久保  哲朗 ９１４セ あなただけじゃないんです 瀬戸内  寂聴 【文庫】

３０４ヤ 人間の未来ＡＩの未来 山中  伸弥　他 ９１６ハ 告白 旗手  啓介 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３１２シ 国体論 白井  聡 ９３３ト ハックルベリー・フィンの冒けん マーク・トウェイン ２１０ス 仁義なき幕末維新 菅原  文太　他

３１２タ 小泉進次郎と福田達夫 田崎  史郎 ９３３ハ ネバーホーム レアード・ハント ８１０ワ なぜか９割の人が間違えている日本語１０００ 話題の達人倶楽部

３１７ト 特権キャリア警察官 時任  兼作 ９３６レ 喜劇としての国際ビジネス ダニエル・レヴィン ８１４ト 辞書から消えたことわざ 時田  昌瑞

３１９ヘ 核戦争の瀬戸際で ウィリアム  Ｊ．ペリー ９７３エ 女王ロアーナ、神秘の炎  上・下 ウンベルト・エーコ ８１６ソ おとなの作文教室 外岡  秀俊

３２７オ 裁判の原点 大屋  雄裕 Ｆア 悪玉伝 朝井  まかて Ｆオ 嘘を愛する女 岡部  えつ

３２７ヘ 日本の裁判がわかる本 Ｆイ 私小説 市川  拓司 Ｆサ 木枯らしの 佐伯  泰英

３２９キ 東京裁判をゼロからやり直す ケント・ギルバート Ｆエ 満洲ラプソディ 江宮  隆之

３３５ニ ナゴヤが生んだ「名」企業 日本経済新聞社 Ｆカ 双子は驢馬に跨がって 金子  薫

３６１タ 日本会議の野望 俵  義文 Ｆカ 新選組の料理人 門井  慶喜

３６６キ 非正規クライシス 北川  慧一　他 Ｆク 泥濘 黒川  博行

３６６ミ 「同一労働同一賃金」のすべて 水町  勇一郎 Ｆク ドッペルゲンガーの銃 倉知  淳 ★『ラーメンを科学する 』 
３６７ア オトナの保健室 朝日新聞「女子組」取材班 Ｆコ エムエス 今野  敏 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川口  友万｜著　カンゼン（５９６カ）

３６９ク 母の家がごみ屋敷 工藤  哲 Ｆシ 夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく 汐見  夏衛

３８３タ 辺境メシ 高野  秀行 Ｆタ ぼくたちはこの国をこんなふうに愛することに決めた 高橋  源一郎

３８３ニ 子どもの着物大全 似内  惠子 Ｆタ 戒名探偵卒塔婆くん 高殿  円

３８４ワ 江戸の女装と男装 渡邉  晃 Ｆタ ありえないほどうるさいオルゴール店 瀧羽  麻子

３９５ミ 追跡日米地位協定と基地公害 ジョン・ミッチェル Ｆニ 師弟の祈り 仁木  英之

３９７シ アメリカ海軍大学の全貌 下平  拓哉 Ｆハ シネマコンプレックス 畑野  智美

４４３ホ 星ごよみ３６５日 星空さんぽ編集部 Ｆハ むすびつき 畠中  恵 ★『センセイの書斎 』 
４９３カ １日１分で血圧は下がる！ 加藤  雅俊 Ｆハ 影ぞ恋しき 葉室  麟 　　　　　　　　　　　内澤  旬子｜著　河出書房新社（５２７ウ）【文庫】

４９３コ ワクチン副作用の恐怖 近藤  誠 Ｆヒ エンディングドレス 蛭田  亜紗子

４９８エ 健康格差 ＮＨＫスペシャル取材班 Ｆマ 一度だけ 益田　ミリ

４９８オ 国民視点の医療改革 翁  百合 Ｆモ 熱帯 森見  登美彦

５２０ウ まぼろしの奇想建築 フィリップ・ウィルキンソン Ｆモ 道の向こうの道 森内  俊雄

５９１サ なぜかお金がなかなか貯まらない若いサラリーマンが知っておきたいお金の教科書 佐藤  治彦 Ｆヤ 緑のなかで 椰月  美智子

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

大量の本をどう並べるか腐心する人。あるいは、並べない、見せな
い、もしくは整理しない人。そして、本の置き場をいくつも持つ人。
それぞれの書斎は、その持ち主と共に生きている。林望、南伸坊、
森まゆみ、養老孟司、津野海太郎、佐高信、上野千鶴子……、緻
密なイラストと文章で明らかにする、三十一の「本が生まれる場
所」。（本書背表紙より）

世界で５番目の新たな味覚、「UMAMI=うま味」とはどんな味なの
か？おいしい「だし」「麺」はいかにして生まれるのか？……ラーメ
ンにまつわる様々な「なぜ？」を科学の力で徹底解明。科学でラー
メンがもっとおいしくなる。（本書見返しより）


