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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ツ 速読思考 角田  和将 ６１１タ 自由貿易下における農業・農村の再生 高崎経済大学地域科学研究所 ４５コ 地球はえらい 香原  知志

１４１イ 不機嫌な長男・長女無責任な末っ子たち 五百田　達成 ６９９シ テレビ現場からの告発！安倍政治と言論統制 週刊金曜日　編 ４８ク ニホンカワウソはつくづく運がわるかった？！ 熊谷  さとし

１４７ク 「感謝」で思考は現実になる パム・グラウト ７０２ミ 芸術論 宮島　達男 ６８ワ ちかてつのふしぎ 渡辺  朝枝

１５６シ 武士道の誤解 清水  多吉 ７２０ミ 闇の美術史 宮下  規久朗 ９３カ 空を飛んだ男の子のはなし サリー・ガードナー

１５９ク 定年後 楠木　新 ７２１ア 画題でみる禅画入門 浅井　京子 ９３フ 秘密　下 ジョン・フラナガン

１５９コ こころの遊歩道 小林  正観 ７２３モ ブリューゲルの世界 森　洋子 Ｅア おれさまはようかいやで あんず  ゆき

１５９ナ 一流のナンバー２ 中谷  彰宏 ７２６テ ミス・ポターの夢をあきらめない人生  新装版 伝農  浩子 Ｅカ ゆうびんくまさんのおおきなれっしゃ 海一  慶子

１８２ム 名僧たちは自らの死をどう受け入れたのか 向谷  匡史 ７２７ハ カリグラフィー・スタイリング ヴェロニカ・ハリム Ｅリ みてみておかあさん ＬＥＥ

１８８キ 顕如 金龍  静　ほか ７６２ナ ピアニストだって冒険する 中村　紘子

２１０ホ １９４１決意なき開戦 堀田　江理 ７６４テ ポール・マッカートニー告白 ポール・デュ・ノイヤー 【雑誌】

２３３ヘ 冬の王 トマス・ペン ７７８ア 学年誌ウルトラ伝説 秋山　哲茂　編 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

２８１フ 平安人物志 舩橋  晴雄 ７７８カ 「男はつらいよ」を旅する 川本　三郎 雑誌 今すぐ買える調味料カタログ

２８１マ 日本人のひたむきな生き方 松本  創 ７８０エ ＮＨＫ奇跡のレッスン ＮＨＫ「奇跡のレッスン」制作班 雑誌 農家が教えるドリンク・ジュース・スムージー百珍

２８８ソ 人麻呂の暗号と偽史「日本書紀」 園田  豪 ７８３マ ママさんバレー基本と戦術 丸山  由美 雑誌 信州大人旅

２８９サ 龍馬の家計簿 大村  大次郎 ７８６ク 新編山小屋主人の炉端話 工藤　隆雄 雑誌 １年中押し花で楽しむ手作りのお花こもの

２９１シ 自然を楽しむ温泉＆ウォーキング関東周辺 ７８９ヤ 忍者の歴史 山田  雄司

２９１セ あたらしい北海道旅行 セソコ　マサユキ ８３７エ 英語で読む江戸川乱歩短篇集 江戸川  乱歩 【文庫】

３２３チ 憲法サバイバル ちくま新書編集部　編 ８３７シ 英語で雑談できるようになる生活フレーズ集 新崎  隆子 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３２３ナ 悠仁天皇と皇室典範 中川  八洋 ９１０ク 夫・車谷長吉 高橋　順子 ９３３ア 黒後家蜘蛛の会　１ アイザック・アシモフ

３３３カ 日本と中国経済 梶谷　懐 ９１０コ ドーダの人、小林秀雄 鹿島  茂 Ｆサ 夢三夜 佐伯　泰英

３３５カ ５０歳からの人生がもっと楽しくなる仕事カタログ 片桐  実央 ９１０ソ 〈獄中〉の文学史 副田  賢二 Ｆミ 猫が見ていた 湊　かなえ　ほか

３４５ヨ 税金を減らしてお金持ちになるすごい！方法 頼藤  太希　ほか ９１４イ 女と男の品格。 伊集院　静

３６１オ 「衣食足りて礼節を知る」は誤りか 大倉  幸宏 ９１４カ みみずくは黄昏に飛びたつ 川上　未映子

３６８ヤ 水を石油に変える人 山本　一生 ９１４サ 犬たちへの詫び状 佐藤　愛子

３６９オ 魂でもいいから、そばにいて 奥野　修司 ９１４サ いのちをむすぶ 佐藤  初女

３６９ヤ 告発児童相談所が子供を殺す 山脇　由貴子 ９１４ヤ 枕草子のたくらみ 山本　淳子 ★『効く！生甘酒』 
３８３ト 江戸前魚食大全 冨岡  一成 ９１６モ 沖縄戦・最後の証言 森住  卓 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主婦の友社（雑誌）

３８３ヤ イレズミと日本人 山本  芳美 ９２６カ 「暗黒・中国」からの脱出 顔  伯鈞

３９５オ これってホント！？誤解だらけの沖縄基地 沖縄タイムス社編集部　編 ９３３ア マトリョーシカと消えた死体 ケイト・アトキンソン

４０２ム この世界を知るための人類と科学の４００万年史 レナード・ムロディナウ ９３３ウ イーヴリン・ウォー傑作短篇集 イーヴリン・ウォー

４１０サ 知っていますか？日本数学者ゆかりの地 西條  敏美 Ｆイ 鯨分限 伊東  潤

４２５マ トコトンやさしい色彩工学の本 前田  秀一 Ｆコ アンカー 今野　敏

４８６シ 昆虫は最強の生物である スコット・リチャード・ショー Ｆコ 九十三歳の関ヶ原 近衛  龍春

４８６ト 昆虫の哲学 ジャン＝マルク・ドルーアン Ｆツ かがみの孤城 辻村　深月 ★『ウソのような現実の大図鑑』 
４９８タ 小さなことの積み重ね 高橋  幸枝 Ｆニ 三舟、奔る！ 仁木  英之 　　　　　　　　　　　　　　　　アンドレア・ミルズ｜著　東京書籍（２０ミ）

５２３ト 美しい荘厳な芸術ヨーロッパの大聖堂 ロルフ・トーマン　編 Ｆヌ 宿命と真実の炎 貫井　徳郎

５２５タ 塗装工事の知識  新版 高橋  孝治 Ｆホ 北高野球部学生監督ガイ 本田  有明

５９６ハ ピーナッツバターの本 ＨＡＰＰＹ  ＮＵＴＳ  ＤＡＹ Ｆミ 宮辻薬東宮 宮部　みゆき　ほか

５９９ア 新米おとうちゃんと小さな怪獣 あおむら　ひろゆき Ｆム 北の富士流 村松  友視

５９９ヒ おっぱいがほしい！ 樋口　毅宏 Ｆヨ 治部の礎 吉川  永青

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

一生に一度はこの目で見てみたい！
世にも奇妙な地形や生物や事象や現象を紹介！
・広大な鏡のような塩湖・地獄への扉を思わせる巨大な穴・虹のような山
・地上１０００ｍの奇跡の岩・万華鏡のような温泉　など
詳細で明快な写真と図版でそのからくりを知る図鑑
想像もしなかった発想から大胆にビジュアル化(表紙・本書帯より)

麹と水だけ　　おかゆ不要　　４時間で完成　　日本一かんたん
おいしく食べて健康＆キレイ
酵素が活きているドリンク、スイーツ、料理５２
✿慢性疲労✿アレルギー✿便秘✿過敏性腸症候群✿インフルエンザ✿
悪玉コレステロール✿不妊✿ＰＭＳ✿近眼✿白髪✿肥満✿たるみ・乾燥
肌 等々「効いた！」体験談、続々（表紙より）
アルコールなし、天然の甘さで砂糖がわりに！


