
平成29年10月5日

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オ ＣＤ＆ＤＶＤ作成超入門  Ｗｉｎｄｏｗｓ１０対応版 オンサイト ４９３マ 呼吸器の子 松永　正訓 ９１マ 芭蕉さん 松尾　芭蕉

００７カ 働きたくないイタチと言葉がわかるロボット 川添　愛 ４９４ス 抗がん剤治療と上手につきあう本 陶山  浩一　ほか ９３ヘ 神々と戦士たち　３ ミシェル・ペイヴァー

００７キ できるＡｃｃｅｓｓパーフェクトブック困った！＆便利ワザ大全 きたみ　あきこ　他 ４９８カ リセット ゴーピ・カライル Ｅオ チロリものがたり 大木　トオル

１４１マ 感情と意味世界 松永  澄夫 ４９８タ 食品表示 田島  眞　ほか Ｅラ Ｓａｓｓｙのあかちゃんえほんにこにこ Ｌａ　ＺＯＯ

２１０コ 中世の古文書入門 小島  道裕 ５０１カ ママと若者の起業が変えたドイツの自然エネルギー 海南  友子 Ｅラ Ｓａｓｓｙのあかちゃんえほんがおー！ Ｌａ　ＺＯＯ

２１０ス 日記で読む日本文化史 鈴木  貞美 ５２０ナ 中村好文集いの建築、円いの空間 中村　好文 Ｆム こんとんじいちゃんの裏庭 村上　しいこ

２１０ツ 陸軍士官学校事件 筒井  清忠 ５３８ニ トコトンやさしいドローンの本 日本ＵＡＳ産業振興協議会

２１０ヒ 樹木と暮らす古代人 樋上  昇 ５３８ホ 残念な旅客機たち 帆足  孝治　ほか 【郷土資料】

２８８ト 検証天皇陵 外池  昇 ５８１ナ 世界一の金属の町燕三条の刃物と金物 中川政七商店 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

２８９ウ 路地の子 上原　善広 ５９６イ おいしいってなんだろ？ 伊藤　まさこ Ｎ６８６オ 飯田線ものがたり 太田　朋子

２８９オ ディズニーを目指した男大川博 津堅  信之 ５９６オ カレー語辞典 オカタオカ

２８９サ 真田信之 平山  優 ６１５ノ 東日本大震災農業復興はどこまで進んだか 農林中金総合研究所 【大活字本】

２８９モ 反戦主義者なる事通告申上げます 森永　玲 ６７３オ バイトを大事にする飲食店は必ず繁盛する 大久保  伸隆 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

２９０オ こころに残る家族の旅 小川　奈緒 ６７３ト 煙が目にしみる ケイトリン・ドーティ Ｌ４９０ヒ 私が人生の旅で学んだこと 日野原　重明

２９１ヤ 消えた都道府県名の謎 八幡  和郎 ７０２ニ ニセモノ図鑑 西谷  大 ＬＦハ 螢草  上・下 葉室　麟

２９１ワ ちずたびびわ湖一周自転車ＢＯＯＫ 輪の国びわ湖推進協議会 ７０２ロ 掠奪されたメソポタミア ローレンス・ロスフィールド

３０２キ 儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇 ケント・ギルバート ７２６シ 本の子 オリヴァー・ジェファーズ 【文庫】

３０２モ 上野アンダーグラウンド 本橋  信宏 ７６２タ 絶望している暇はない 舘野　泉 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３０９イ 活路は共闘にあり 五十嵐　仁 ７７８カ 鬼才五社英雄の生涯 春日  太一 ９３３ウ 通い猫アルフィーとジョージ レイチェル・ウェルズ

３１７フ 県警警部補の犯罪社会学 深沢　敬次郎 ７８３オ 小学生バレーボール基本と上達ドリル 小野　由美子 Ｆオ 異人たちの館 折原　一

３１９ホ 死神の報復　上・下 デイヴィッド  Ｅ．ホフマン ７８３コ ゼロから始めて大逆転！テニスがみるみるうまくなる超入門 ＧＯＤＡＩテニスカレッジ Ｆサ 船参官 佐伯　泰英

３３５タ マイペースでずっと働く！女子のひとり起業２年目の教科書 滝岡　幸子 ７８８タ 見落とされた癌 竹原　慎二

３３６オ 絶対残業しない人がやっている超速Ｅｘｃｅｌ仕事術 奥谷  隆一 ７９１コ 日本の五感 小堀  宗実

３３６シ こんなときどうする？減損会計の実務詳解Ｑ＆Ａ 新日本有限責任監査法人 ８２０ヤ 中国語の入門  最新版 山下　輝彦

３３６タ 雑談の戦略 谷原  誠 ８９３シ 英語という選択 嶋田  珠巳

３３８ア 日本銀行の敗北 相沢  幸悦 ９０２シ 宗教を物語でほどく 島薗  進 ★『図解ここが見どころ！古建築』 
３３８サ 人工知能が金融を支配する日 櫻井　豊 ９１２オ 週刊誌記者近松門左衛門 小野  幸惠 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　妻木　靖延｜著　学芸出版社（５２１ツ）

３６６イ 「働き方改革」という名の“劇薬” 井上　久　他 ９１４ト 翻訳出版編集後記 常盤　新平

３７２ア 学力・心理・家庭環境の経済分析 赤林  英夫　ほか ９３３イ ジョン・シャーマンとサーカスの動物たち Ｗ．Ｂ．イェイツ

３７７ヤ 広島大学は世界トップ１００に入れるのか 山下  柚実 ９５３エ めまい ジョエル・エグロフ

３７９ナ 公民館はだれのもの 長澤　成次 Ｆア Ｙ駅発深夜バス 青木　知己

３８２コ テュルクを知るための６１章 小松  久男 Ｆイ 殺し屋、やってます。 石持　浅海

３８５キ お墓の大問題 吉川  美津子 Ｆカ 選ばれし壊れ屋たち 鹿島田  真希

３９１ホ 最高機密エージェント デイヴィッド  Ｅ．ホフマン Ｆシ 暗闇のアリア 真保　裕一 ★『ちひろと歩く信州』 
３９５ミ 女子力で読み解く基地神話 三上　智恵 Ｆタ 左京区桃栗坂上ル 瀧羽　麻子 　　　　　　　　　　安曇野ちひろ美術館｜編　新日本出版社（Ｎ７２６ア）

４５４シ ３Ｄ地形図で歩く日本の活断層 柴山　元彦 Ｆナ 御徒の女 中島　要

４５７シ はじめての古生物学 柴　正博 Ｆナ ドクター・デスの遺産 中山　七里

４６８ヒ 外来種は本当に悪者か？ フレッド・ピアス Ｆニ 撫物語 西尾　維新

４８３シ ミミズの謎 柴田　康平 Ｆハ とるとだす 畠中　惠

４８３ヤ サンゴ 山城  秀之 Ｆマ 標的 真山　仁

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

信州――それはちひろのこころのふるさと
⊡両親の故郷・終戦を迎えた――松本
⊡新婚の夫と訪れた――白骨温泉
⊡第二のアトリエを建てた――黒姫高原
生涯にわたって訪れたゆかりの地・信州は、ちひろの心のふるさとで
した。（本書2Pより）　いわさきちひろが愛した信州ガイド決定版

春日大社、法隆寺、桂離宮・・・誰もがその名を知っている古建築
の「見どころ」だけを、時代の流れにそって、完全図解。専門用語
にはすべて振り仮名を付し、実際の見学の順番に沿って解説して
いるので、建物の特徴と「意味」が具体的に学べる。「見どころ」が
わかれば楽しさ倍増。（表紙見返しより）
本書を片手に、もう一度、古建築を見に行こう！


