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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

０７０オ 幕末明治新聞ことはじめ 奥  武則 ５３５ナ １０分後にうんこが出ます 中西  敦士 ４６テ いろいろいっぱい ニコラ・デイビス

０７０シ 検証産経新聞報道 週刉金曜日 ５３８チ ツウになる！世界の政府専用機ビジュアル版 チャーリィ古庄 ５５ワ 深海大探検！ ワン・ステップ

１２９オ 朝鮮思想全史 小倉　紀蔵 ５５９イ 亡国の武器輸出 池内　了　他 ５８ト たべものはどこからやってくる？ アゴスティーノ・トライーニ

１４６シ 自信がある人に変わるたった１つの方法 下園  壮太 ５９０サ 暮らしをつむぐ 坂井  より子 ７２モ 絵本をプレゼント ももとせ  くらげ

１４７ク 「ありがとう」１００万回の奇跡 工藤　房美 ５９４シ ＳＮＯＯＰＹはじめての刺繍 チャールズ　Ｍ．シュルツ ７８サ 不可能とは、可能性だ 笹井  恵里子

１４７シ あなたは私私はあなた 清水　義久 ６１４シ ＡＩ農業 神成  淳司 ７８ハ １３歳までにやっておくべき５０の冒険 ピエルドメニコ・バッカラリオ　他

１５９マ 結局、丁寧な暮らしが美人をつくる。 松本  千登世 ６４６コ 愛鳥のための健康手づくりごはん 後藤  美穂 ９１ヤ ちいさなちいさなベビー服 八束  澄子

１８５ス 国分寺の誕生 須田  勉 ６４６ロ ニワトリ人類を変えた大いなる鳥 アンドリュー・ロウラー ９５ル 怪盗ルパン謎の旅行者 モーリス・ルブラン

１９８オ 宣教師ザビエルと被差別民 沖浦  和光 ６６１ツ 荒くれ漁師をたばねる力 坪内　知佳 Ｅイ いろのかけらのしま イ・ミョンエ

２１０キ 貧困と自己責任の近世日本史 木下　光生 ６６４ナ イルカと日本人 中村  羊一郎 Ｅタ オオカミから犬へ！ ハドソン・タルボット

２１０ワ 僧兵盛衰記 渡辺  守順 ６７５ウ 「おひとりウーマン」消費！ 牛窪　恵

２１６イ 百舌鳥・古市古墳群 一瀬  和夫 ７２３ア ヴィーナス 青柳　正規 【郷土資料】

２９１ミ 京都ものがたりの道 彬子女王 ７５１マ つなぐ心、つなぐ技。 松林  豊斎 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３０２ナ 消えゆく沖縄 仲村  清司 ７５６シ 刀に生きる 塩野  米松 Ｎ２０９ミ 信濃武士 宮下  玄覇

３０２ハ 叫びの都市 原口  剛 ７５７マ ＲＥＤ 松田　行正 Ｎ９１３ミ いま、よみがえる小林一茶 宮川  洋一

３０４オ 可能なる革命 大澤  真幸 ７６２ア クラシックの時間ですよ！ 青島  広志

３１９ト 核兵器禁止条約の意義と課題 冨田　宏治 ７６４ホ 私が会ったビートルズとロック・スター 星加  ルミ子 【文庫】

３１９フ 核のない世界への提言 ハロルド・ファイブソン　他 ７７２ニ 役者人生、泣き笑い 西田  敏行 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３１９マ アメリカと中国 松尾  文夫 ７７８ト ヤクザと憲法 東海テレビ取材班 ６７５テ 買ったら損する人気商品 鉄人社編集部

３１９ヤ 知ってはいけない 矢部　宏治 ７７８モ 高倉健 森　功 Ｆカ 海鰻荘奇談 香山　滋

３３２リ 故事成語で読み解く中国経済 李  智雄 ７８０オ トップアスリートに伝授した怪我をしない体と心の使いかた 小田  伸午 Ｆニ 懐かしい食堂あります五目寿司はノスタルジアの味わい 似鳥　航一

３３５ア 朝晩３０分好きなことで起業する 新井  一 ８３７ト 話すための英語力 鳥飼  玖美子

３３５オ イノベーション時代の競争政策 小田切  宏之 ９１４オ 翻訳家の蔵書 大瀧  啓裕

３３６サ ４００のプロジェクトを同時に進める佐藤オオキのスピード仕事術 佐藤  オオキ ９１４タ いま幸せになっちゃえ！ 田口  ランディ

３３６セ お金持ちはどうやって資産を残しているのか 清田  幸弘 ９１４ツ ヒマ道楽 坪内  稔典

３６４イ 社会保障レボリューション 井上　英夫　他 ９１４ミ 三谷幸喜のありふれた生活　１４ 三谷　幸喜 ★『 本当に偉いのか―あまのじゃく偉人伝― 』 
３６７フ 丸刈りにされた女たち 藤森  晶子 ９１６シ 笑顔のママと僕と息子の９７３日間 清水　健 　　　　　　　　　　　　　　　　　小谷野　敦｜著　新潮社（２８０コ）

３６８ク マラス 工藤  律子 ９１６ト 語り継ぐシベリア抑留 富田  武

３６９キ シリア難民 パトリック・キングズレー ９１６ニ 余命半年、僕はこうして乗り越えた！ 西村  元一

３７５ヌ 子どもが伸びる「声かけ」の正体 沼田  晶弘 ９１６ヒ 知らなかった、ぼくらの戦争 アーサー・ビナード

３７７イ 明治期のイタリア留学 石井  元章 ９１６ヤ 松花江を越えて 山本　直哉

３８５ウ 無葬社会 鵜飼  秀徳 ９２３ヒ ブラインド・マッサージ 畢  飛宇

３８５サ なぜ日本人は「のし袋」を使うのか？ 齋藤  和胡 ９３６マ オはオオタカのオ ヘレン・マクドナルド

４５２フ 海のミュージアム ルイス・ブラックウェル Ｆア 決戦！賤ヶ岳 天野　純希　他 ★『あきらめないことにしたの』 
４６３ミ 細胞が自分を食べるオートファジーの謎 水島  昇 Ｆコ 道標 今野　敏 　　　　　　　　　　　　　　　　　　堀米　薫｜著　新日本出版社（９１ホ）

４８５シ 日本のクモ  増補改訂版 新海  栄一 Ｆシ おやすみ人面瘡 白井  智之

４８６ト 植物をたくみに操る虫たち 徳田  誠 Ｆハ たゆたえとも沈まず 原田　マハ

４８８オ 野鳥と共に四季の山旅 大津　雅光 Ｆフ 花や今宵の 藤谷  治

４９８イ 一読、十笑、百吸、千字、万歩 石川  恭三 Ｆフ 大鮃 藤原  新也

４９９ミ 薬はリスク？ 宮坂　信之 Ｆフ 縫わんばならん 古川  真人

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

人と人をつなぐ「きずな」とは――。
人を育てる「地域とは」――。
そして、困難をのりこえるための「力」とは――。
原発事故で愛する故郷を追われ、くじけそうになりながらも、あ
きらめなかった福島の「かーちゃんたち」！
（本書帯・表紙見返し より）

福沢諭吉や夏目漱石のどこがそんなにエラいのか？坂本竜馬は結
局何をした？アレクサンドロス大王やコロンブスはただの侵略者じゃ
ないか？評価が上げ底されがちな明治の偉人、今読んでもちっとも
面白くない文豪、熱狂的な信者が多いだけの学者……
世間の評価に流されず、その業績や作品を詳しく見れば、歴史や
文学の新たな一面が浮かんでくる。独断と偏見で「裸の王様」を
ブッダ斬る、目からウロコの新・偉人伝！（表紙見返しより）


