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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

００７マ 人工知能は敵か味方か ジョン・マルコフ ５９６ア 調理科学のなぜ？ 朝日新聞出版 ３１ヤ これから戦場に向かいます 山本  美香

０２０コ 雑学の冒険 礫川  全次 ５９６ス 身につく作り置き スガ ４４ワ 天文キャラクター図鑑 渡部　潤一　監修

０６９ツ みんなのミュージアム 塚原　正彦 ６２７イ 〈花〉の構造 石川  九楊 ４５マ 鉱物キャラクター図鑑 松原　聰　監修

０６９ミ ぐるぐる・博物館 三浦　しをん ６７３ミ ねてもさめてもとくし丸 水口　美穂 ４８ナ かがやく昆虫のひみつ 中瀬  悠太

１５９イ 考え方 稲盛　和夫 ６７６フ プロ・トレーダー ティム・ブールキン　他 ９３カ 透明人間になった男の子のはなし サリー・ガードナー

１５９ハ ゼロイチ 林　要 ６８１マ 高齢ドライバーの安全心理学 松浦　常夫 Ｅイ やまとうみのゼリー 井上　コトリ

１６４マ 神話で読みとく古代日本 松本　直樹 ６８６タ ニッポン鉄道の旅６８選 谷川  一巳 Ｅソ ひよこさん 征矢　清

１９０カ 美術で綴るキリスト教と仏教 門屋  秀一 ７２６ヨ あるかしら書店 ヨシタケ　シンスケ Ｆサ 河童のユウタの冒険　上・下 斎藤　惇夫

２１０コ 「大正」を読み直す 子安  宣邦 ７４９ト 文字を作る仕事 鳥海  修

２１０タ 渡来人とは何者だったか 武光　誠 ７５１ヨ ウィリアム・ド・モーガンとヴィクトリアン・アート 吉村　典子 【郷土資料】

２８１イ おいしい時間をあの人と 伊藤　まさこ ７５３ア 誰が袖わが袖 青木　奈緒 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

２８８カ お殿様は「今」 加藤　明 ７６２タ 明治のワーグナー・ブーム 竹中  享 Ｎ３３５タ 信州を元気にする注目企業１５社 第一企画

２８８セ 聖徳太子と斑鳩三寺 千田　稔 ７６２ヨ パリの空の下〈演歌〉は流れる 吉田　進

２８９ア 足利義稙 山田　康弘 ７７８ス ジブリの仲間たち 鈴木　敏夫 【文庫】

２８９ス スターリンとヒットラーの軛のもとで マルガレーテ・ブーバー＝ノイマン ７７８ト ゴジラの超常識 東宝 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３２３ミ 世界最古の「日本国憲法」 三山  秀昭 ７７９マ 夜を乗り越える 又吉  直樹 ９３３オ 夜の庭師 ジョナサン・オージエ

３３５シ あなたの会社が理不尽な理由 清水　勝彦 ７８０ハ 学問としてのオリンピック 橋場  弦 Ｆア 幻想運河 有栖川　有栖

３３６フ 伝説の秘書が教える「ＮＯ」と言わない仕事術 フラナガン  裕美子 ７８０フ パラリンピックの楽しみ方 藤田  紀昭 Ｆイ アキラとあきら 池井戸　潤

３３８ア ものぐさ投資術 朝倉  智也 ７８３マ ママさんバレー基本と戦術 丸山　由美 Ｆシ 短編少年 集英社文庫編集部 

３６１キ ツイッターの心理学 北村　智　他 ７８９リ 最強の柔道家リネール テディ・リネール Ｆフ 無用の隠密 藤沢　周平

３６６ヤ 失業なき雇用流動化 山田　久 ８３７ホ 大人のためのやり直し英会話 ベンジャミン・ボアズ Ｆフ 灰色の犬 福澤  徹三

３６８イ ひきこもる女性たち 池上　正樹 ９１０ミ 三島由紀夫幻の皇居突入計画 鈴木  宏三

３６９シ 「ユマニチュード」という革命 イヴ・ジネスト ９１４オ 人間の旬 大村　智

３６９タ 〈被爆者〉になる 高山  真 ９１４シ すばらしい黄金の暗闇世界 椎名　誠

３９２ホ 安保論争 細谷  雄一 ９１４ヒ ご本、出しときますね？ ＢＳジャパン　編

４４０オ プラネタリウム男 大平　貴之 ９１４ヤ 皿洗いするの、どっち？ 山内　マリコ ★『学校では教えてくれない！国語辞典の遊び方』 
４４３ハ ブラックホール マーシャ・バトゥーシャク ９１６シ ７０年目の証言 週刊朝日編集部 　　　　　　　　　　　サンキュータツオ ｜著　ＫＡＤＯＫＡＷＡ（B８１３サ）

４５３ヤ 科学の目で見る日本列島の地震・津波・噴火の歴史 山賀  進 ９２９ケ あの素晴らしき七年 エトガル・ケレット

４５４イ 地図マニア空想の旅 今尾  恵介 ９３３ハ 宇宙探偵マグナス・リドルフ ジャック・ヴァンス

４５４ウ 地形で解ける！東京の街の秘密５０ 内田  宗治 ９７３ス 愉しき夜 ストラパローラ

４８０マ その道のプロに聞く生きものの飼いかた 松橋  利光 Ｆア 龍が哭く 秋山　香乃

４９３イ 頭痛女子バイブル 五十嵐  久佳 Ｆサ 妻籠め 佐藤  洋二郎

４９３カ 薬に頼らず血圧を下げる方法 加藤　雅俊 Ｆシ 風とにわか雨と花 小路　幸也

４９３カ 社交不安症がよくわかる本 貝谷　久宣　監修 Ｆタ 暗殺者、野風 武内　涼 ★『信州の相撲人』 
４９３カ その症状、本当に認知症ですか 神谷  達司 Ｆハ 潮騒はるか 葉室　麟 　　　　　　　　　　　　　　　亰須　利敏｜著　信濃毎日新聞社（Ｎ７８８キ）

４９８ニ スタンフォード式最高の睡眠 西野　精治 Ｆハ 我らがパラダイス 林　真理子

４９８ニ 死体格差 西尾　元 Ｆハ 家と庭 畑野　智美

５２６ク なぜぼくが新国立競技場をつくるのか 隈  研吾 Ｆヒ 罪の終わり 東山　彰良

５８８フ ビールはゆっくり飲みなさい 藤原  ヒロユキ Ｆミ メビウス・ファクトリー 三崎  亜記

５９４ト ちいさなブローチ とりことり Ｆユ 合理的にあり得ない 柚月　裕子

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

生誕２５０年伝説の力士 雷電から活躍中の現役相撲人 御嶽
海まで３４人
実力派、大物食い、語り草の美男力士、行司、床山、相撲アナウンサー
も個性派ぞろい。熟練の大相撲記者が信州の角界史に光を当てる。

史上最強　少数精鋭　期待の星　信州の相撲人、ここにあり
(本書帯より)

『新明解』『角川必携』『岩波』など、この世にたくさん存在する国語辞典。

いったい何がどう違い、どれを選べばいいの？その悩み、すべて解
決します！オタクで学者で芸人のサンキュータツオが、辞書の楽しみ
方、選び方、つきあい方を徹底ガイド。編者や執筆者の熱い想いと深い
哲学が詰まった、ユニークで愛すべき国語辞典たちの、知られざる個性
と魅力をわかりやすく紹介。（裏表紙より）


