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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

０４９ミ 本人遺産 南　伸坊 ８５７ニ フランス語で楽しむ日本昔ばなし 西村　亜子 ２８サ さかなクンの一魚一会 さかなクン

１５１オ ポジティブ哲学！ 小川  仁志 ９１０カ 見果てぬ日本 片山  杜秀 ４５タ よくわかる火山のしくみ 高橋　正樹

２８０セ 人間晩年図巻　１９９０－９４年 関川　夏央 ９１０ヨ 姉・米原万里 井上　ユリ ６７モ 築地市場 モリナガ　ヨウ

２８０セ 人間晩年図巻　１９９５－９９年 関川　夏央 ９１４イ 私の海の地図 石原　慎太郎 ９１サ 目がみえない耳もきこえないでもぼくは笑ってる 佐々木  志穂美

２８９イ 父・伊藤律 伊藤　淳 ９１４サ 洗えば使える泥名言 西原　理恵子 Ｅア くうきにんげん 綾辻　行人

２８９サ バーニー・サンダース自伝 バーニー・サンダース ９１４セ これからを生きるあなたに伝えたいこと 瀬戸内　寂聴 Ｅル おひめさまはねむりたくないけれど メアリー・ルージュ

２８９チ インド独立の志士「朝子」 笠井　亮平 ９１４ハ 美を尽くして天命を待つ 林　真理子 Ｆク いじめレジスタンス 黒野　伸一

２９０シ 死ぬまでに行きたい！世界の絶景　体験編 詩歩 ９１４ヒ 鋼のメンタル 百田　尚樹 Fサ 火の降る夜に桜舞う 斉藤　洋

２９１ウ 地図から読む江戸時代 上杉　和央 ９１６イ 少女犯罪 家田　荘子

２９４ヨ ヨシダ、裸でアフリカをゆく ヨシダ　ナギ ９１６ツ 潜行三千里　新書版 辻　政信 【郷土資料】

３０４タ 言ってはいけない 橘　玲 ９３６ニ 心の癒し悲嘆から再起へ 二階堂　久 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３１５ヨ 「野党」論 吉田　徹 ９５３ル いないも同然だった男 パトリス・ルコント N５２１ミ 宮坂武男と歩く戦国信濃の城郭 宮坂　武男

３１９イ 基地・平和・沖縄 石川　文洋 Ｆア 残り者 朝井　まかて

３１９コ 原典でよむ２０世紀の平和思想 小菅  信子 Ｆア 落陽 朝井　まかて 【文庫】

３３１ネ 経済を読む 根井　雅弘 Ｆア 帰郷 浅田　次郎 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３６１ア 日本会議の正体 青木　理 Ｆア ゼロの激震 安生　正 ２８８ヤ 女官 山川　三千子

３６１タ 日本会議の全貌 俵　義文 Ｆイ オムツ党、走る！ 伊波  雅子 ２８８ヨ 明治宮殿のさんざめき 米窪　明美

３６７イ 万引き老人 伊東　ゆう Ｆオ よっつ屋根の下 大崎　梢 ９３３コ 標的　上・下 パトリシア・コーンウェル

３６９ム 介護民俗学へようこそ！ 六車　由美 Ｆオ 牛姫の嫁入り 大山　淳子 Fカ 不思議の国のアリス　ミステリー館 海渡　英祐　他

３９２フ 経済的徴兵制 布施　祐仁 Ｆカ 室町無頼 垣根　涼介 Ｆサ らくだ 佐伯　泰英

４９０タ いのちの苦しみは消える 田中　雅博 Ｆサ ４０歳の言いわけ 斉木　香津 Ｆシ 眼球堂の殺人～The Book～ 周木　律

４９３カ その腰・肩・ひざの痛み治療はまちがっている！ 加茂　淳 Ｆシ あおぞら町春子さんの冒険と推理 柴田　よしき

４９８ニ サプリメント健康事典 日本サプリメント協会 Ｆシ 罪の声 塩田　武士

４９８ル フランスの子どもはなんでも食べる カレン・ル・ビロン Ｆシ 望み 雫井　脩介

４９９サ よく効く手づくり野草茶 境野　米子 Ｆシ ストレンジャー・イン・パラダイス 小路　幸也 ★『「専業主夫」になりたい男たち』 
４９９フ 民間薬の科学 船山　信次 Ｆツ Ｙの木 辻原  登 　　　　　　　　　　　　　　白河　桃子｜著　　ポプラ社（３６７シ）
５０１ワ 再生可能エネルギー１００％時代の到来 和田　武 Ｆナ 私の消滅 中村　文則

５３７イ きちんと知りたい！自動車エンジンの基礎知識 飯嶋　洋治 Ｆニ 掟上今日子の家計簿 西尾　維新

５９８オ 嫁ハンをいたわってやりたいダンナのための妊娠出産読本 荻田　和秀 Ｆニ 掟上今日子の婚姻届 西尾　維新

６０１ヤ ふるさとを元気にする仕事 山崎　亮 Ｆハ 辛夷の花 葉室　麟

６４８サ 誰も知らない屠場の仕事 桜井　厚　ほか Ｆハ アリス・ザ・ワンダーキラー 早坂　斉

６８６ニ 日本おもてなし鉄道 日経デザイン Ｆハ 私のスポットライト 林　真理子

６８７ス 進む航空と鉄道のコラボ 杉浦　一機 Ｆヒ 危険なビーナス 東野　圭吾 ★『にっぽんのおやつ』
７０２ミ ヴェネツィア 宮下　喜久朗 Ｆマ 愛のことはもう仕方ない 枡野　浩一 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　白央　篤司｜著　　理論社（５８ハ）
７４０ユ 星野道夫風の行方を追って 湯川　豊 Ｆマ 水鏡推理　２ 松岡　圭佑

７６２ス ナディア・ブーランジェ ジェローム・スピケ Ｆミ スタフstaph 道尾　秀介

７６４ユ 音楽を愛して、音楽に愛されて 湯川　れい子 Ｆミ 長流の畔 宮本　輝

７８３ア グリップをちょこっと見直すだけでゴルフが劇的にうまくなる 新井　真一 Ｆヤ 美しい距離 山﨑　ナオコーラ

８０１サ 翻訳できない世界のことば エラ・フランシス・サンダース Ｆヤ 珠玉の短編 山田　詠美

８３０ヤ 人生を変える英語力 山元　賢治 Ｆユ ねこのおうち 柳　美里

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

　女性の管理職を３割増やすなら、男性の家庭進
出も３割増やすべし！
　いまや１１万人ともいわれる「主夫」。キャリア女性の裏には家事・
育児を担う男性の姿があった。主夫は個人の選択ではなく、家族
のサバイバル戦略として考えなければならない。（裏表紙より）

　４７都道府県の３時のおやつ。
味も形もいろいろ、おやつ風土記
３時にあなたが食べてきたものは何ですか？各地の人々の声をた
よりに４７都道府県のおやつめぐりをしてみました。（表紙見返しより）


