
平成29年7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イ 情報を活かす力 池上　彰 ５９９ヤ 赤ちゃんがぐっすり寝てくれる奇跡の７日間プログラム 山本  ユキコ ２８コ 旗のほん ロブ・コルソン

００７ナ ウェブでメシを食うということ 中川  淳一郎 ６２６シ 「ひと粒五万円！」世界一のイチゴの秘密 白石　拓 ３８シ 世界食べものマップ フェーベ・シッラーニ

０７０カ 「ル・モンド」から世界を読む 加藤　晴久 ７０６イ 巨大アートビジネスの裏側 石坂  泰章 ９３エ アーチー・グリーンと錬金術師の呪い Ｄ・Ｄ・エヴェレスト

１３０ヒ 読まずに死ねない哲学名著５０冊 平原  卓 ７２１ス 浮世絵の女たち 鈴木  由紀子 Ｅイ どででんかぼちゃ いわさ  ゆうこ

１４１ナ 自分の中から「めんどくさい」心に出ていってもらう本 内藤  誼人 ７２１フ 北斎漫画、動きの驚異 藤　ひさし Ｆコ ５分後に意外な結末　３

１５９ウ 「どうせ無理」と思っている君へ 植松　努 ７４０ウ 家族最後の日 植本　一子 Ｆト おしりたんていやみよにきえるきょじん トロル

１５９カ 遊行を生きる 鎌田　實 ７７８ケ 世界シネマ大事典 フィリップ・ケンプ Ｆト おしりたんていふめつのせっとうだん トロル

１５９コ シニアの品格 小屋  一雄 ７７９ク 発達障害の僕が輝ける場所を見つけた理由 栗原　類

１５９コ 超一流アスリートが実践している本番で結果を出す技術 児玉  光雄 ７８６ス 山登り語辞典 鈴木　みき 【郷土資料】

１５９ヒ 弘兼流６０歳からの手ぶら人生 弘兼　憲史 ７８９ナ 忍者を科学する 中島  篤巳 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

１５９フ 結局、「１％に集中できる人」がすべてを変えられる 藤由  達藏 ７９１タ イラストでわかる茶懐石のいただき方 淡交社編集局 Ｎ３１８マ 円卓の地域主義 牧野　光朗

１８８マ 考える前に動く習慣 枡野  俊明 ８０１イ 語彙力を鍛える 石黒　圭

２１０ソ 物語がつくった驕れる平家 曽我　良成 ９０２ア ミステリ国の人々 有栖川　有栖 【文庫】

２１０ヤ 流れをつかむ日本の歴史 山本　博文 ９１１カ 大岡信の詩と真実 菅野  昭正 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

２８１マ 戦国大名武田氏の家臣団 丸島  和洋 ９１４タ あの頃 武田　百合子 ７７９シ 楽に生きるのも、楽じゃない 春風亭　昇太

２９０サ 世界不思議地図 佐藤　健寿 ９１４ホ いのちの車窓から 星野　源 ９１４サ 泣いたの、バレた？ 酒井　順子

３１５サ 日本共産党研究 産経新聞政治部 ９１６オ いつかの夏 大崎　善生 ９３３ウ 通い猫アルフィーのはつ恋 レイチェル・ウェルズ

３３４カ 満蒙開拓団 加藤　聖文 ９３３マ 煉瓦を運ぶ アレクサンダー・マクラウド Ｆウ 愚者の毒 宇佐美　まこと

３３７タ やってみよう景気判断 高安  雄一 ９５３コ ささやかな手記 サンドリーヌ・コレット Ｆシ ＬＯＳＴ失覚探偵　下 周木　律

３６１キ 質的社会調査の方法 岸　政彦　他 ９６３イ アウシュヴィッツの図書係 アントニオ  Ｇ．イトゥルベ Ｆニ モモンガの件はおまかせを 似鳥　鶏

３６１ト 乱談のセレンディピティ 外山  滋比古 Ｆア 不発弾 相場　英雄 Ｆフ あま酒 藤原　緋沙子

３６６コ 「非正規労働」を考える 小池  和男 Ｆイ 鎮憎師 石持　浅海

３６６ノ 「ハラ・ハラ社員」が会社を潰す 野崎  大輔 Ｆイ 福島ノラ牛物語 伊坂　邦雄

３６７イ とまどう男たち  生き方編 伊藤  公雄 Ｆウ 夏の方舟 海猫沢  めろん

３６７フ 単身急増社会の希望 藤森　克彦 Ｆエ クロカネの道 江上　剛

３６７ラ 旅立ちのデザイン帖 ライフデザインセンター Ｆオ 終わりなき夜に生れつく 恩田　陸 ★『図面でひもとく名建築』 
３６９ホ 介護するからだ 細馬  宏通 Ｆカ ぼくの死体をよろしくたのむ 川上　弘美 　　　　　　　　　　　　　五十嵐　太郎　他 ｜編著　丸善出版（５２５イ）

３６９ヨ 貧困子供のＳＯＳ 読売新聞社会部 Ｆキ 夜の谷を行く 桐野　夏生

４４８マ グーグルマップの社会学 松岡  慧祐 Ｆシ ラブ・ミー・テンダー 小路　幸也

４７４ニ 海藻の疑問５０ 日本藻類学会 Ｆソ 旅立ちの季節 デビット・ゾペティ

４８９ム ニホンオオカミは消えたか？ 宗像　充 Ｆツ 笑いのカイブツ ツチヤ　タカユキ

４９１イ 骨とはなにか、関節とはなにか 伊藤　宣 Ｆツ 追想の探偵 月村　了衛

４９３ア 血管の強化書 赤澤  純代 Ｆツ 狩りの時代 津島  佑子

４９３タ 子どものための精神医学 滝川　一廣 Ｆナ 血縁 長岡　弘樹 ★『信州往来もののふ列伝』 
４９８シ 「死ぬくらいなら会社辞めれば」ができない理由 汐街　コナ Ｆヒ 青い服の女 平岩　弓枝 　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎　泰｜著　しなのき書房（Ｎ２８０ヤ）

５２０イ 日本建築入門 五十嵐  太郎 Ｆマ 劇場 又吉　直樹

５４７リ ゼロからはじめるｉＣｌｏｕｄスマートガイド リンクアップ Ｆマ バラ色の未来 真山　仁

５９０ツ ふたりからひとり つばた　英子 Ｆミ 誰かが見ている 宮西　真冬

５９６ス わたしのごちそう３６５ 寿木　けい Ｆミ 維新の椿 みむら  毅

５９６ハ ハチスカ野生食材料理店 蜂須賀  公之 Ｆユ ＢＵＴＴＥＲ 柚木　麻子

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

義仲、信玄、謙信、信長、そして真田家の男たち。信州
ゆかりのもののふ５０人！その壮絶な生きざまをたどる！
歴史の真実・事実はそれはそれ、楽しい逸話・伝承・口承を好んで
追った。ゆかりの地を足繁くあちらこちら訪ねた。なかなか見つから
ない史跡捜しが楽しく地元の人の話がおもしろかった。そんな気楽
な気持ちで読んでいただければ幸いである。(あとがきより一部抜粋）

模型でもCGでもない、
図面にこそ宿る建築家の思いを知る本。
本書はそんな図面に着目し、Ｑ＆Ａ形式で読み解いていく解説書
です。各事例では、はじめに予備知識がなくとも図面から読み取っ
て答えることの出来る問題を出題し、続く1～3ﾍﾟｰｼﾞで要点をコン
パクトに凝縮して解答・解説しています。(表紙見返し・本書帯より)


