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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

０１９ア 本が好き 安野　光雅 ５３２ニ 機械加工の知識がやさしくわかる本 西村　仁 ３６イ 世界の貧困・日本の貧困 稲葉　茂勝

１４０ハ パブロフの犬 アダム・ハート・デイヴィス ５３７ニ 不正の迷宮三菱自動車 日経ビジネス　ほか ３７ミ 学校犬バディが教えてくれたこと 吉田  太郎

１４１ス 悪癖の科学 リチャード・スティーヴンズ ５３９フ プルートピア ケイト・ブラウン ６１モ 大研究お米の図鑑 本林  隆

１４６キ 人生を変える勇気 岸見  一郎 ５４７ケ サードウェーブ スティーブ・ケース ７７レ ぼくらは壁を飛びこえて シンシア・レヴィンソン

１５９コ 夢実現とお金の不思議な２９の関係 後藤  勇人 ５８９ヤ 製靴書 山口  千尋 ７８コ すもう道まっしぐら！ 豪栄道　豪太郎

１５９ト 好きなことだけで生きる ドラ・トーザン ５９４エ クロスステッチで楽しむきもの模様 遠藤  佐絵子 ７８ノ どろであそぼう 野坂  勇作

１７５オ 伊勢と出雲 岡谷  公二 ５９６マ 男子ガッツリ元気弁当 牧野  直子 ９１ミ ナビラとマララ 宮田  律

１８６ス 仏像とお寺の解剖図鑑 スタジオワーク ５９９ク クリトモの大人もおいしい離乳食 栗原  友

２１０ツ 大本営発表 辻田  真佐憲 ６５４キ 「奇跡の自然」の守りかた 岸  由二　ほか 【郷土資料】

２１０ト 昭和天皇退位論のゆくえ 冨永  望 ６６２カ 魚が食べられなくなる日 勝川  俊雄 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

２１０ミ 享徳の乱 峰岸　純夫 ６７８イ メガＦＴＡと世界経済秩序 石川  幸一　ほか Ｎ２１０モ 国宝土偶「仮面の女神」の復元 守矢  昌文

２１６キ 古地図で見る京都 金田  章裕 ６９４ア Ａｎｄｒｏｉｄプログラミング入門 アンサリードシステム教育事業部　ほか Ｎ２９３ナ 長野県道路地図  ４版

２８８ア 護良親王 新井　孝重 ７２３カ 音楽で楽しむ名画  カラー版 加藤　浩子 Ｎ３７６フ 山と湖の小さな町の大きな挑戦 伏木  久始　ほか

２９１タ 帝都東京を中国革命で歩く 譚  璐美 ７５４ヘ 趣味と実用の木工キッチン小物食器 マックス・ベインブリッジ

３０２フ 限りなく完璧に近い人々 マイケル・ブース ７６２イ 一柳慧現代音楽を超えて 一柳  慧 【文庫】

３０２ム 台湾で見つけた、日本人が忘れた「日本」 村串  栄一 ７７９ハ ダメなときほど「言葉」を磨こう 萩本　欽一 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３１６ム イスラーム国の黒旗のもとに サーミー・ムバイヤド ７８３セ サッカーと愛国 清  義明 ００７イ 池上彰×津田大介テレビ・新聞・ネットを読む技術 池上　彰　ほか

３１８ヤ 流しの公務員の冒険 山田　朝夫 ７８８ノ ボクシングと大東亜 乗松  優 ８１１ヤ カタカナの正体 山口  謠司

３１９ニ 知られざる皇室外交 西川　恵 ８０９シ 「魅せる声」のつくり方 篠原  さなえ ９１４モ つぼみ茸ムース 森  博嗣

３２７セ 裁判所の正体 瀬木　比呂志 ８３５ウ 機能・視点から考える英語のからくり 上山  恭男 ９３３コ １５０歳の依頼人 Ｅ．Ｊ．コッパーマン

３３１ル ルービンシュタインゲーム理論の力 アリエル・ルービンシュタイン ９１１ヒ 鮎川信夫、橋上の詩学 樋口　良澄 Ｆサ 浅き夢みし 佐伯　泰英

３３４タ フランスはどう少子化を克服したか 髙崎  順子 ９１４ア 過去をもつ人 荒川  洋治

３３６サ 賢い組織は「みんな」で決める キャス・サンスティーン　ほか ９１４ホ 試行錯誤に漂う 保坂　和志

３３７イ 銀の世界史 祝田  秀全 ９１６マ 母さん、ごめん。 松浦　晋也

３６１ウ 「言葉にできる」は武器になる。 梅田  悟司 ９３０ロ ハリー・ポッターへの旅 ＭＯＥ編集部　ほか

３６６マ 近代日本の就職難物語 町田  祐一 ９３３ム ホームズ、ニッポンへ行く ヴァスデーヴ・ムルティ ★『 経済用語図鑑 』 
３６８ヒ 組長の妻、はじめます。 廣末　登 ９３６ス 黒い司法 ブライアン・スティーヴンソン 　　　　　　　　　　　　　　　　　花岡　幸子｜著　ＷＡＶＥ出版（３３１ハ）

３６８モ その島のひとたちは、ひとの話をきかない 森川  すいめい ９４９ヨ 天国に行きたかったヒットマン ヨナス・ヨナソン

３７５ミ やっかいな子どもや大人との接し方マニュアル 宮田  雄吾 Ｆア 希望が死んだ夜に 天祢　涼

３８５オ 武家の躾子どもの礼儀作法 小笠原  敬承斎 Ｆオ 間取りと妄想 大竹　昭子

３９１テ 汝の名はスパイ、裏切り者、あるいは詐欺師 手嶋  龍一 Ｆキ 愛のかたち 岸　恵子

４６９イ 図解でわかるホモ・サピエンスの秘密 インフォビジュアル研究所 Ｆケ 決戦！関ヶ原　２ 葉室　麟　ほか

４７４オ 街なかの地衣類ハンドブック 大村  嘉人 Ｆセ 君が夏を走らせる 瀬尾　まいこ

４９３ス 日本一忙しい小児科医が教える病気にならない子育て術 鈴木  幹啓 Ｆツ 機龍警察狼眼殺手 月村　了衛 ★『くらべた・しらべたひみつのゴキブリ図鑑』 
４９３タ 「母と子」という病 高橋  和巳 Ｆナ 銀河の通信所 長野　まゆみ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盛口　満｜著　岩崎書店（４８モ）

４９５カ 女と骨盤 片山　洋次郎 Ｆヌ さよならクリームソーダ 額賀  澪

４９８ク サプリメント健康バイブル 桑原  弘樹 Ｆハ 消えない月 畑野　智美

４９８ト その調理、９割の栄養捨ててます！ 東京慈恵会医科大学附属病院栄養部 Ｆハ 比ぶ者なき 馳  星周

４９８ヒ 「健康力」に差がつく一流、二流、三流の選択 平島　徹朗 Ｆハ 罪のあとさき 畑野  智美

５１８ト 歩いて暮らせるコンパクトなまちづくり 戸所  隆 Ｆミ わざと忌み家を建てて棲む 三津田　信三

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

どうして人に向かって飛んでくるの？１匹いたら１００匹いるの？
生きた化石って本当なの？……だれもがみんな知ってるけれど、
だれも知らない、嫌われ者の真実。（表紙見返しより）
調べてみると……。こんなきれいな種類もいるの？とか、成長する
のに、こんなに時間がかかるの？とか、びっくりすることがいろいろ
ありました。（巻末著者コメントより一部抜粋）

￥限界効用￥デフレ￥消費関数￥行動経済学￥リーマン・ショッ
ク￥インセンティブ￥需要と供給￥機会費用￥世界恐慌……
新聞やビジネス書に頻出する「わかっているようで、実はわかって
いない」用語や難解な経済の理論・概念を２３７個厳選。豊富なイ
ラストと、やさしい言葉で解説した一冊。
「知ったかぶり」を「一生モノの知識」に変える！（本書帯より）


