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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モ 本と店主 森岡  督行 ５５９モ 武器輸出と日本企業 望月　衣塑子 ４８マ 世界のどうぶつ絵本 前田　まゆみ

０２３ヘ 印刷という革命 アンドルー・ペティグリー ５７２レ バッテリーウォーズ スティーヴ・レヴィン ９１ハ おどる詩あそぶ詩きこえる詩 はせ　みつこ

０７０シ 騙されてたまるか 清水　潔 ５９０ミ 「何もない部屋」で暮らしたい ミニマルライフ研究会 Eラ あなのあいたおけ プレム・ラワット

１５９ツ 四季の名言 坪内　稔典 ５９１ハ 老後のお金 林  總 Fニ 雤の日のせんたくやさん にしな　さちこ

１５９ロ グットクライシス アレックス・ロビラ ５９２ニ 家庭大工マニュアル  決定版 西沢　正和

１７５ウ 伊勢神宮とは何か 植島　啓司 ７２３ナ 吾輩は猫画家である 南條　竹則 【郷土資料】

２０９イ 逆説の世界史　２ 井沢　元彦 ７２３ホ 戦争画とニッポン 椹木  野衣　ほか ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

２１０セ 真田信繁「勝利」への条件 千田　嘉博 ７２６ア イラストレーター安西水丸 安西　水丸 N６９９エ 読むラジオ坂ちゃんのずくだせえぶりでい ＳＢＣラジオ

２１０ホ 原爆を落とした男たち 本多  巍耀 ７２６コ 優しいライオン 小手鞠　るい

２１０マ 鎌倉時代の足利氏と三河 松島　周一 ７５６サ 図説戦国甲冑武者のいでたち 佐藤　誠孝 【大活字本】

２８８マ 探訪！わが家の歴史家系のしらべ方 丸山　浩一 ７６２ル ミシェル・ルグラン自伝 ミシェル・ルグラン ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

２８９ホ この女を見よ 江刺  昭子　ほか ７８４ハ 蒼い炎　２　飛翔編 羽生　結弦 ＬＦオ 相棒に気をつけろ  上・下 逢坂　剛

２８９ヤ 命の尊さについてぼくが思うこと 山田　倫太郎 ８２７ツ 中国語で案内する日本 塚本　慶一　ほか ＬＦサ 素行調査官  上・中・下 笹本　稜平

２９２タ ウズベキスタン日記 高山　なおみ ９１４イ アトリエ会議 磯崎　憲一郎　ほか ＬＦチ 中国任侠伝  上・下 陳　舜臣

２９３タ ロシア日記 高山　なおみ ９１４イ 言葉の贅肉 伊奈　かっぺい ＬＦヒ 手紙  上・下 東野　圭吾

３０２ユ 「日本」が世界で畏れられる理由 マイケル・ユー ９１６イ 満州難民 井上　卓弥

３１２ツ 蔡英文新時代の台湾へ 蔡　英文 ９１６オ 破婚 及川　眠子 【文庫】

３１９ス 戦争犯罪国はアメリカだった！ ヘンリー　S．ストークス ９４３セ 囀る魚 アンドレアス・セシェ ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３１９フ 欧州解体 ロジャー・ブートル ９４３ヘ 聖ペテロの雪 レオ・ペルッツ Ｆカ ランクＡ病院の愉悦 海堂　尊

３２３イ 八法亭みややっこの日本を変える憲法噺 飯田　美弥子 Ｆア 半席 青山　文平 Fコ 武家屋敷の殺人 小島　正樹

３２３オ 憲法９条とわれらが日本 大澤　真幸 Ｆア 友の墓の上で 赤川　次郎 Fサ 柳に風 佐伯　泰英

３２３ソ 古典で読む憲法 曽我部　真裕 Ｆイ 陸王 池井戸　潤

３２６ヒ 田中角栄を葬ったのは誰だ 平野　貞夫 Ｆイ 砂浜に坐り込んだ船 池澤　夏樹

３２９キ 戦犯を救え 清永  聡 Ｆオ スクープのたまご 大崎　梢

３３６ス データ活用仮説量産フレームワークＤＩＶＡ 鈴木　良介 Fオ 咲ク・ララ・ファミリア 越智　月子 ★『秘島図鑑』 
３６１サ １０歳若返る会話術 齋藤　孝 Ｆオ 墓標なき街 逢坂　剛 　　　　　　　　　　　　　　清水　浩史｜著　　河出書房新社（２９１シ）
３６１ワ ２０５０年超高齢社会のコミュニティ構想 若林　靖永　ほか Ｆオ ユートロニカのこちら側 小川　哲

３６４ヨ スッキリ解決！みんなの障害年金 吉野　千賀 Fカ 大きな鳥にさらわれないよう 川上　弘美

３７４ニ アレルギーの子どもの学校生活 西間　三馨 Ｆカ 室町耽美抄花鏡 海道  龍一朗

３７５キ １８歳選挙権時代の主権者教育を創る 教育科学研究会 Fキ 猿の見る夢 桐野　夏生

３７９シ 男の子のカラダとココロの育て方 汐見　稔幸 Ｆコ クララ殺し 小林　泰三

３８８ハ よみがえるヴァンパイア エリック・バトラー Ｆサ ずうのめ人形 澤村　伊智

４０６ナ 国立科学博物館のひみつ 成毛　眞　ほか Ｆニ レジまでの推理 似鳥　鶏 ★『透視絵図鑑なかみのしくみキッチン』 
４８９タ となりの野生動物 高槻　成紀 Ｆハ ブラック・ドッグ 葉真中　顕 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　こどもくらぶ｜編　　六耀社（５０コ）
４９８ヒ 招かれざる虫 兵藤  有生 Fマ ちちんぷいぷい 松山　巌

４９８モ やめたい食べグセ 森　拓郎 Ｆミ 怪談のテープ起こし 三津田　信三

５０１モ 再生可能エネルギーと地域再生 諸富　徹 Fム La Vie en Roseラヴィアンローズ 村山　由佳

５３２カ 門田先生の３Ｄプリンタ入門 門田　和雄 Ｆム 松本城、起つ 六冬　和生

５３８マ ホンダジェット 前間　孝則 Fヤ 代体 山田　宗樹

５４３カ 原子力安全問題ゼミ小出裕章最後の講演 川野　眞治　ほか Ｆワ 屍の記録 鷲尾　三郎

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

　日本全国７０００の島々から、とびっきりの秘島を厳選。

　本邦初の“行けない島”ガイドブック
　遠く離れた小さな島々から、今の日本が見えてくる！！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本書帯より）

　透視で見よう!?みんなが知りたいしくみやしかけを大公開!!

　もののなかみとしくみ
　自動車・飛行機から冷蔵庫・パソコンなど、わたしたちの身のまわりのも
ののなかみやしくみは、どうなっているのだろう？電子レンジが食べ物を
あたためたり、炊飯器がご飯をおいしくたくしくみは、透視するとどう見え
るだろう？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本書帯より）


