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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

０１２ハ 世界の図書館 ビャーネ・ハマー ５５９ハ 戦争の物理学 バリー・パーカー ６１オ ハーブをたのしむ絵本 大野　八生

１１４カ 死を迎える心構え 加藤　尚武 ５７６ホ ポーラレディ頂点のマネジメント力 本庄　清 Ｆク ほねほねザウルス　１７ ぐるーぷ・アンモナイツ

１２１ス 徂徠と崑崙 末木　恭彦 ５８８タ Ｎｏ．１ソムリエが語る、新しい日本酒の味わい方 田崎　真也

１５９ウ ビジネスマンのための新しい童話の読みかた 上阪  徹 ５８８ニ 厳選世界のビール手帖 日本ビアジャーナリスト協会 【大活字本】

１５９コ ことばセラピー 上月　英樹 ５９０マ 正しい目玉焼きの作り方 毎田　祥子　監修 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

１６０シ 宗教消滅 島田　裕巳 ６１５ア 図解でよくわかる病害虫のきほん 有江　力 Ｌ２１０ハ ぶらり日本史散策　上・下 半藤  一利

１８５シ 古寺に秘められた日本史の謎 新谷　尚紀 ６２６エ おいしくできる！トマト ＮＨＫ出版 Ｌ９１４ク 老いのかたち 黒井　千次

２０９ハ サピエンス全史　上 ユヴァル・ノア・ハラリ ６７３タ 初心者でも自分で買えるようになるための不動産投資入門 竹内　健太 ＬＦア お吉写真帖　上・下 安倍　龍太郎

２１０ホ 豊臣政権の権力構造 堀越　祐一 ６７５コ ひらめきをデザインする ジョン・コルコ ＬＦカ どこから行っても遠い町  上・下 川上　弘美

２１０モ 原爆で死んだ米兵秘史　改訂版 森　重昭 ６８６テ 京都鉄道博物館を攻略 鉄道ジャーナル編集部 ＬＦス 春告鳥  上・下 杉本　章子

２１０ヤ 関白秀次の切腹 矢部　健太郎 ６８６ニ そうだったのか、乗りかえ駅 西森　聡

２５３フ 大統領を操るバンカーたち　上 ノミ・プリンス ７２１ツ 若冲ワンダフルワールド 辻  惟雄　他 【郷土資料】

２８１カ 英雄の最期と墓所の事典 かみゆ歴史編集部　他 ７２３ヒ モネとジャポニスム 平松　礼二 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

２９２レ 歴史探訪韓国の世界遺産　上・下 「歴史探訪韓国の文化遺産」編集委員会 ７６２オ ピアノの巨人豊増昇 小澤　征爾 Ｎ７４８フ こざる温泉 福田　幸広　写真

３１２ヒ プーチンの世界 フィオナ・ヒル ７６９ヨ バレリーナ踊り続ける理由 吉田　都

３１４ミ 日本の女性議員 三浦　まり ７７８モ 自画像の告白 森村  泰昌 【文庫】

３１５ナ 創価学会・公明党の研究 中野　潤 ８０９サ 恥をかかないスピーチ力 齋藤　孝 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３１７ハ 警察捜査の正体 原田  宏二 ９１０サ ニッポンの文学 佐々木  敦 ９３３チ 詩人と狂人たち Ｇ．Ｋ．チェスタトン

３１７フ 残念な警察官 古野　まほろ ９１１キ うた合わせ 北村　薫 ９３３リ ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち　上・下 ランサム・リグズ

３１９イ なぜ、世界から戦争がなくならないのか？ 池上　彰 ９１１ワ 昨日ヨリモ優シクナリタイ 和合　亮一 Ｆア 招待状 赤川　次郎

３２３イ 憲法の涙 井上　達夫 ９１４サ 人間の煩悩 佐藤　愛子 Ｆサ 大晦り 佐伯　泰英

３２３カ 一歩先への憲法入門 片桐　直人　他 ９３６ミ 音に出会った日 ジョー・ミルン

３３６チ 「敬語」と「マナー」は一緒に覚えるとうまくいく！ 知的生活研究所 Ｆア 綱わたりの花嫁 赤川　次郎

３３８ホ 図解カードビジネスの実務 本田　元 Ｆカ 殉教者 加賀　乙彦

３６１エ 「やさしさ」過剰社会 榎本　博明 Ｆカ 家康、江戸を建てる 門井  慶喜

３６６オ ハイブランド企業に学ぶ仕事が変わる「感性」の磨き方 大串　亜由美 Ｆク すみなれたからだで 窪　美澄 ★『厳選日本茶手帖』 
３６６ニ 働きかたＮｅｘｔ選ぶのはあなた 日本経済新聞社 Ｆコ 失われた過去と未来の犯罪 小林　泰三 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世界文化社（６１９ケ）

３６７ニ 未婚当然時代 にらさわ　あきこ Ｆシ ヒーロー！ 白岩　玄

３６８タ ストーカー加害者 田淵　俊彦 Ｆス また、桜の国で 須賀　しのぶ

３６９タ 福島のお母さん、聞かせて、その小さな声を 棚澤　明子 Ｆス 僕は穴の空いた服を着て。 菅野　彰

３７８ア 自閉症児を育てることは楽しい 秋月　亮風 Ｆテ リアルプリンセス 寺地　はるな　他

３８２コ 森は考える エドゥアルド・コーン Ｆナ セイレーンの懺悔 中山　七里

３８３カ ４７都道府県・和菓子／郷土菓子百科 亀井　千歩子 Ｆナ 夜の歌 なかにし　礼

３８３ク 米、麺、魚の国から マット・グールディング Ｆナ ＯＢ刑事の備忘録 長島　要 ★『出発進行！里山トロッコ列車』 
４６９カ 人類進化の秘密がわかる本 科学雑学研究倶楽部 Ｆハ まことの華姫 畠中　恵 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かこさとし｜著　偕成社（６８カ）

４９１ナ 身体をめぐるリンパの不思議 中西　貴之 Ｆヒ かがやき荘アラサー探偵局 東川　篤哉

４９３セ 老化とたたかう漢方薬入門 関水　康彰 Ｆフ 亡者たちの切り札 藤田　宜永

５２３イ 京都の洋館 石川　祐一 Ｆム 騎士団長殺し　第１部　顕れるイデア編 村上　春樹

５２７ス プロセスでわかる住宅の設計・施工 鈴木　敏彦 Ｆモ 夜行 森見　登美彦

５３７サ トヨタの強さの秘密 酒井　崇男 Ｆユ 慈雨 柚月　裕子

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

千葉県南房総の魅力を伝える列車の旅
それは全国各地にあるはずの日本の原風景をたずねる
旅！
「資料を読むうち、房総は歴史、文化、自然科学に至る総合多元
の由緒の地域であることを知り、それらをできるだけお伝えしたいと
思いました。―――――――――かこさとし」（本書帯より）

「あなたはまだ本当においしいお茶に出会っていない」
日本茶は、私たち日本人にとって最も身近な飲み物であるはずだが、１
日に何杯くらいお茶を飲んでいるだろうか。コーヒーや紅茶でも注目され
ているシングルオリジンなど茶農園や製茶業者が独自の栽培方法、製法
で丹精込めて作っているお茶がある。1日も早く本当においしいと感じる
お茶に巡り合い、その奥深い世界をぜひ堪能してほしい。
(巻頭メッセージより一部抜粋)


