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０２１ト コピペと捏造 時実  象一 ６８６ホ 全国駅名事典 星野  真太郎 ４６シ ずかんプランクトン 清水  洋美

０４９カ もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら 神田　桂一 ７２１イ 日本浮世絵切手総図鑑 稲垣  進一 ５９コ 和服がわかる本 こどもくらぶ

１９８テ 天使園 天使の聖母トラピスチヌ修道院 ７２３イ 池田学〈誕生〉が誕生するまで 池田　学 ７７コ 大研究落語と講談の図鑑 国土社編集部

２１０キ 日本震災史 北原  糸子 ７４０ス 写真の新しい自由 菅付  雅信 ９３ロ 世界が若かったころ ジャック・ロンドン

２８８カ 高一族と南北朝内乱 亀田　俊和 ７４８ハ まっぷたつの風景 畠山　直哉 Ｅタ もちくんのおもちつき たかぎ  のりこ

２８９コ 小林カツ代伝 中原  一歩 ７６２ア ピアニストは語る ヴァレリー・アファナシエフ Ｅリ クマと森のピアノ デイビッド・リッチフィールド

２８９サ 真田信繁の書状を読む 丸島  和洋 ７６７シ 鬼うたひ 白崎  映美 Ｆミ 安寿姫草紙 三田村　信行

２９２ヒ 台南「日本」に出会える街 一青  妙 ７６９オ 孤独な祝祭佐々木忠次 追分  日出子

３０２フ ヨーロッパ・コーリング ブレイディ  みかこ ７７２セ 客席から見染めたひと 関  容子 【郷土資料】

３０４イ 新・リーダー論 池上  彰 ７７５ウ 富美男の乱 梅沢　富美男 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３０４ト 問題は英国ではない、ＥＵなのだ エマニュエル・トッド ７７８シ 「朝ドラ」一人勝ちの法則 指南役 Ｎ２０９シ 追いかけた７７の記憶 清水　まなぶ

３１１ナ 親鸞と日本主義 中山　岳志 ７７８モ 高倉健 森　功 Ｎ５９０ヨ 四季に寄り添い暮らしかさねて 横山  タカ子

３１９マ 戦後日本首相の外交思想 増田  弘 ７７９ア しょせん幸せなんて、自己申告。 綾小路　きみまろ Ｎ７４８ヨ ＲＩＶＥＲ 吉村  和敏

３２２ウ 古文書に見る江戸犯罪考 氏家  幹人 ７７９ノ 笑うお葬式 野沢　直子

３２６キ 石つぶて 清武　英利 ７８２サ ランニングと栄養の科学 齊藤  太郎 【文庫】

３３５ナ Ｎ女の研究 中村  安希 ７８３コ 野球ノートに書いた甲子園　４ 高校野球ドットコム編集部 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３４２イ 分断社会を終わらせる 井出　英策　ほか ９１０ノ うそつき 野坂　暘子 ７７８カ ドラマ「鬼平犯科帳」ができるまで 春日  太一

３６１ホ 感情で釣られる人々 堀内  進之介 ９１４ア バブルノタシナミ 阿川　佐和子 ９１４ト 知的な老い方 外山  滋比古

３６５ホ 無銭経済宣言 マーク・ボイル ９１４ウ ういらう 外郎  まちこ Ｆイ 花咲舞が黙ってない 池井戸　潤

３６６エ お祈りメール来た、日本死ね 海老原  嗣生 ９１４カ 神谷美恵子島の診療記録から 神谷　美恵子 Ｆオ 真夜中のパン屋さん午前５時の朝告鳥 大沼　紀子

３６７ヤ モテる構造 山田  昌弘 ９１４サ やばい老人になろう さだ　まさし Ｆト 死と砂時計 鳥飼　否宇

３６９イ リスクと生きる、死者と生きる 石戸　諭 ９１４ハ 安楽死で死なせて下さい 橋田　寿賀子

３６９セ 「生活保護なめんな」ジャンパー事件から考える 生活保護問題対策全国会議 ９１４ヒ 大人しく考えてなんかいられない 広瀬　久美子

３７１フ 小説・漫画・映画・音楽から学ぶ児童・青年期のこころの理解 藤森  旭人 ９１４ホ 音の糸 堀江  敏幸

３７６タ 学びを支える保育環境づくり 高山　静子 ９１６エ いつも笑顔で 海老名　香葉子

４４３イ 旅先での南天星空ガイド 飯塚  礼子 ９１６オ 特攻なぜ拡大したのか 大島  隆之 ★『 一番よくわかる庭木の剪定 』 
４６０マ 世界一うつくしい生物図鑑 クリストファー・マーレー ９１８ニ 源氏物語　上 紫　式部 　　　　　　　　　　　　　　　　　小池　英憲｜監修　新星出版社（６２７コ）

４７０テ 植物の和名・漢名と伝統文化 寺井  泰明 ９３０ラ ブロンテ三姉妹の抽斗 デボラ・ラッツ

４８５オ クモの糸でバイオリン 大崎  茂芳 Ｆア 弥栄の烏 阿部　智里

４９２ヤ 抗生物質と人間 山本　太郎 Ｆア 三世代探偵団 赤川　次郎

４９３イ パパは脳研究者 池谷　裕二 Ｆオ キラキラ共和国 小川　糸

４９３イ 肝炎のすべてがわかる本 泉  並木 Ｆオ カシス川 荻野　アンナ

４９８ナ 定年後が１８０度変わる大人の運動 中野　ジェームズ修一 Ｆカ 肉弾 河崎　秋子

５４７サ 脱！SＮＳのトラブル 佐藤　佳弘 Ｆカ 墨の香 梶　よう子 ★『捨て犬その命の行方』 
５８８タ キリンビール高知支店の奇跡 田村  潤 Ｆシ 暗闇のアリア 真保　裕一 　　　　　　　　　　　　　　　　　　今西　乃子｜著　学研教育出版（６４イ）

５９０ニ 玲子さんのシニアというエレガンス 西村　玲子 Ｆナ ゴースト 中島　京子

５９３ホ ｂｏｎとｐｏｎふたりの暮らし ｂｏｎｐｏｎ Ｆハ 神の涙 馳　星周

５９４イ ちりめん細工の小さな袋と小箱 井上  重義 Ｆハ リーチ先生 原田  マハ

６２７イ 切り花の日持ち技術 市村  一雄 Ｆフ ホームメイキング同好会 藤野  千夜

６８６オ 日本縦断！地下鉄の謎 小佐野  カゲトシ Ｆユ さらさら流る 柚木　麻子
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「救われて良かった！」とあの日、日本中が喜んだ。
しかし、それは終わり ではなく、始まり だった……。
平成十八年十一月、一匹の野犬「がけっぷち犬」が急斜面のがけ
にとりのこされた。多くの人の手によって救われたが、その後、おだ
やかな生活を手に入れたわけではなかった……。（本書帯より）

はじめての剪定も、これなら安心！Ψ切る枝、残す枝がひと目でわ
かる！Ψ花芽を落とさない切り方もわかる！Ψ管理の仕方もわか
る！（表紙見返しより）
この本では、落葉樹であれば夏（葉がある時期）と冬（落葉期）の選定
方法、花木であれば花がどうやって咲くかなどの情報を掲載している
ので、樹木や時期に合わせた剪定方法がきっと見つかるはずです。
（「はじめに」より一部抜粋）


