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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

０１６ア 拝啓市長さま、こんな図書館をつくりましょう アントネッラ・アンニョリ ６２６カ いちばんよくわかる超図解土と肥料入門 加藤　哲郎 ４６ヨ 海のなかのぞいた よしの　ゆうすけ

０１９タ 人間力を高める読書法 武田　鉄矢 ６２７カ はじめてのエアプランツ 鹿島  善晴 ９０セ さてさて、きょうのおはなしは・・・ 瀬田　貞二

１２４ク ラブ、安堵、ピース 黒澤　一樹 ６７４ト ネット広告ハンドブック  改訂２版 徳久　昭彦（他） ９３リ オリンポスの神々七人の英雄外伝ヘルメスの杖 リック・リオーダン

１５９カ 社会人が困った時のためのスジの通し方 かじ　さとし ６９９モ 紀元２６００年のテレビドラマ 森田　創 Ｅア わたし、お月さま 青山  七恵

２８１カ 理系に学ぶ。 川村　元気 ７２１ツ 若冲の「花」 辻  惟雄 Ｆカ ひるね姫 神山　健治

２８９オ ハプスブルク帝国、最後の皇太子 エーリッヒ・ファイグル ７２１ワ 美術でめぐる日本再発見 和田　彩花 Ｆハ 都会のトム＆ソーヤ　１４下 はやみね　かおる

２８９ナ 豊田章男が愛したテストドライバー 稲泉　連 ７４０ア 写真をアートにした男 粟生田　弓

２９１オ 出雲を原郷とする人たち 岡本　雅亨 ７５３カ ダンボール織りテクニックＢＯＯＫ 蔭山  はるみ 【郷土資料】

２９１ホ おとなの奈良絶景を旅する 堀内  みさ ７８０サ ラガーマン体型になれる筋力トレーニング 坂詰　真二 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

２９２ナ シベリア最深紀行 中村　逸郎 ８０７コ ことばあそびの歴史 今野　真二 Ｎ２１３ウ 川中島合戦 海上  知明

３０２ア 日本人が知らないアジア人の本質 麻生川　静男 ９１０イ 納豆のはなし 石塚　修 Ｎ２８９キ 木曽義仲 下出  積與

３０２シ 新「ニッポン社会」入門 コリン・ジョイス ９１４サ それでもこの世は悪くなかった 佐藤　愛子 Ｎ５６９サ 鉱山の盛衰と山師 齋藤  保人

３１９ウ 核兵器をめぐる５つの神話 ウォード・ウィルソン ９１４サ 老いては夫を従え 柴門　ふみ Ｎ６０１ヤ 信州・伊那ローメン物語 山口  真一

３１９シ 海洋アジアｖｓ．大陸アジア 白石　隆 ９１４シ 大人のコミュニケーション術 辛酸　なめ子

３２３ア 憲法カフェへようこそ 明日の自由を守る若手弁護士の会 ９１４ハ 下衆の極み 林　真理子 【文庫】

３３６カ リーダーシップで面白いほど結果が出る本 川原　慎也 ９１６タ 一〇〇万回言っても言い足りないけど 竹田　裕子 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３３６コ 崖っぷち社員たちの逆襲 小島　俊一 ９１６ハ 「戦争を知っている子供」の記憶の記録 服部　寿子 ３８８フ 昔ばなしの謎 古川　のり子

３３７エ 通貨の未来円・ドル・元 英「エコノミスト」編集部 ９１６ミ 顔ニモマケズ 水野　敬也 Ｆサ 旅立ちぬ 佐伯　泰英

３６７ウ 裸足で逃げる 上間　陽子 ９３３エ ゼロヴィル スティーヴ・エリクソン Ｆシ 家族はつらいよ 小路　幸也

３６７ツ 老後はひとり暮らしが幸せ　続 辻川　覚志 ９３３ミ 魔法の夜 スティーヴン・ミルハウザー Ｆシ 家族はつらいよ　２ 小路　幸也

３８０カ 日本人の魂の古層 金山　秋男 ９３６フ アウトサイダー フレデリック・フォーサイス Ｆニ 最後の医者は桜を見上げて君を想う 二宮　敦人

３８２サ 宝は田から 佐野  賢治 Ｆア 絶体正義 秋吉　理香子

３８８ユ 日本の幻獣図譜 湯本  豪一 Ｆイ 走狗 伊東　潤

３９１オ スノーデン、監視社会の恐怖を語る 小笠原　みどり Ｆイ 月の舟 井関　洋子

４０２タ 漂流の島 髙橋　大輔 Ｆオ 隠す 大崎　梢　（他）

４２０ヨ ぼくらは「物理」のおかげで生きている 横川　淳 Ｆカ この嘘がばれないうちに 川口　俊和 ★『地図がわかれば社会がわかる』 
４７４サ 地下生菌識別図鑑 佐々木  廣海（他） Ｆス か「」く「」し「」ご「」と「 住野　よる 　　　　　　　　　　　　　　　　　　田代　博｜著　新日本出版社（４４８タ）

４９２ナ 薬のやめどき 長尾　和宏 Ｆテ 月のぶどう 寺地　はるな

４９３ク 回復するちから 熊谷　一朗 Ｆナ 三の隣は五号室 長嶋　有

４９８サ ずぼらヨガ 崎田　ミナ Ｆニ 彼女の色に届くまで 似鳥　鶏

４９８ナ 病気の９割を寄せつけないたった１つの習慣 中城　基雄 Ｆハ 星をつける女 原　宏一

４９８ネ 図解毛細血管が寿命をのばす 根来　秀行 Ｆハ 神奈備 馳　星周

４９８ハ ５０歳から毒を出す女ためる女 蓮村　誠 Ｆヒ 素敵な日本人 東野　圭吾

５２０ア 世界の天空の城 アフロ Ｆフ 大雪物語 藤田　宜永 ★『だるまちゃんと楽しむ日本の子どものあそび読本』 
５２７ミ 新「いい家」が欲しい。　改訂版２ 松井　修三 Ｆム ついに、来た？ 群　ようこ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加古　里子｜著　福音館書店（７８カ）

５８８イ うまい日本酒を知る、選ぶ、もっと楽しむ 飲食店日本酒提供者協会 Ｆム ネコと昼寝 群　ようこ

５９６イ おべんと探訪記 伊藤　まさこ Ｆヤ 原点ＴＨＥ　ＯＲＩＧＩＮ 安彦　良和／斎藤　光政

５９６ハ イタリアマンマの粉ものレシピ パンツェッタ  貴久子 Ｆヤ 猫と五つ目の季節 山田　稔明

５９６ヨ りんごのお菓子レシピ 吉川　文子 Ｆリ 模範郷 リービ  英雄

６０１モ 和の国富論 藻谷  浩介 Ｆワ 私をくいとめて 綿矢　りさ

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

花かざり、紙かぶと、ブンブンごまにあやとりあそび・・・・
大人も子どもも楽しめる伝承あそび１０９種
季節のうつりかわりにつれて、野はらや道ばたには草がのび、
花がさき、实がつきます。そうした草の葉や花の实をつかった楽
しいあそびが日本にはたくさんあります。(本文＝①草花や木の实
のあそび より）

こんなにスゴイ！進化する地図の世界をやさしく解説
地図の役割は道案内？それだけではありません。今や地図は暮ら
しに不可欠のツール、社会を映す鏡です！地図の歴史や社会と
の関わり、基本の地形図やデジタル地図の最新情報、外国の地図
や地図記号の話まで、進化する地図の世界と活用法を楽しく解説
する本。お薦め「地図アプリ」も多数紹介しています。(本書帯より)


