
平成28年12月6日

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

０１３モ 司書になるには 森　智彦 ４９８オ 勝つ人のメンタル 大儀見　浩介 ４５ツ 古生物の飼い方 土屋　健

０２４ナ ほんほん本の旅あるき 南陀楼  綾繁 ４９８サ はじめてのデトックスウォーター基本のレシピ１００ 齋藤　志乃 ９３マ 「エルマーのぼうけん」をかいた女性ルース・Ｓ・ガネット 前沢　明枝

０２８ナ 教養は「事典」で磨け 成毛　眞 ４９８ホ むだ死にしない技術 堀江　貴文 Ｅイ おとうふやさん 飯野  まき

１０４オ たった５つの思考法で頭がみるみる回り出す！ 小川　仁志 ５４３カ アベノクライシス 川内　博史 Ｅカ ワニくんとパーティーにいったんだ ジュディス・カー

１５９マ めんどくさいことの９割は捨てていい 松田　元 ５４６イ 電気機関車とディーゼル機関車 石田　周二　ほか Ｅフ いろとりどり マーカス・フィスター

１５９ミ 人生はワンモアチャンス！ 水野　敬也 ５８８キ コーヒーゼリーの時間 木村　衣有子 Ｆク ほねほねザウルス　１６ ぐるーぷ・アンモナイツ

１７５ア 戦没者合祀と靖国神社 赤澤　史朗 ５８８フ 新・ワイン学入門 福田  育弘

２１０ネ 犬と鷹の江戸時代 根崎　光男 ６６６ヨ 金魚はすごい 吉田　信行 【郷土資料】

２３０ス ブラッドランド  上・下 ティモシー・スナイダー ６７３ヒ 味なメニュー 平松　洋子 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

２８８カ ロックフェラー家と日本 加藤　幹雄 ６８６イ 忘れじの温泉電車 池口　英司 Ｎ１８１ウ 善光寺の歴史と信仰 牛山　佳幸

２８８ハ 知られざる天皇明仁 橋本　明 ６８６シ 「快速」と「準急」はどっちが速い？ 所澤　秀樹 Ｎ２０９セ 信濃が語る古代氏族と天皇 関  裕二

２９１カ 鎌倉の地元遺産１００ 鎌倉地元民の会 ６８９オ 加賀屋笑顔で気働き 小田　真弓 Ｎ２９９ヤ おいでよ信州  ふるさとの祭り編 山田  富男

２９１ニ 尾瀬・日光・谷川岳 西田　省三 ７２１ウ かわいい絵巻 上野　友愛　ほか Ｎ３３５タ 日本の健康を支える長寿日本一信州の食企業１３社 第一企画

２９１ニ 北アルプス北部 西田　省三 ７２３ナ 新怖い絵 中野　京子 Ｎ３６９オ 御嶽山噴火生還者の証言 小川　さゆり

３０４イ 知らないと恥をかく世界の大問題　７ 池上　彰 ７４０オ 写真家ナダール 小倉　孝誠 Ｎ３８２サ 不思議の国信州 佐々木　正

３１２ハ 大統領の演説 パトリック・ハーラン ７５４シ 仮面の本 白ふくろう舎 Ｎ５２１ヨ 信州のかや葺屋根に魅せられて 横林  敏夫

３３５タ 人生の勝負は後半にあり 田中　真澄 ７８６イ ときめくヤマノボリ図鑑 池田　菜津美

３３８ナ 夫婦で読む家を建てて金持ちになる家族、貧乏になる家族 中川　優也 ７８９マ はじめての弓道 松尾　牧則 【文庫】

３３８ハ 捨てられる銀行 橋本　卓典 ８１４サ 語彙力こそが教養である 齋藤　孝 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３６１キ 話しかけなくていい！会話術 木村　隆志 ９０４メ 本を読むときに何が起きているのか ピーター・メンデルサンド ５９０ア ためない暮らし 有元　葉子

３６１サ 地方都市を考える 貞包　英之 ９１６タ 陽光桜 高橋　玄 Ｆミ 名探偵と鉄旅 ミステリー文学資料館

３６６イ 発達障害の人が長く働き続けるためにできること 五十嵐　良雄 ９１６フ 僕と「うつ」の２人３脚 福田　仁

３６７タ 男子問題の時代？ 多賀　太 ９３３ク イエスの幼子時代 Ｊ.Ｍ.クッツェー

３６８オ 殺人犯との対話 小野　一光 ９８９ク 動きの悪魔 ステファン・グラビンスキ

３６８ス 家族幻想 杉山　春 Fア 玉依姫 阿部　智里 ★『ＴＰＰと信州農業』 
３６９ア チャイルド・プア  ２ 新井　直之 Fカ 炎罪 鏑木　蓮 　　　　　　　　　　　　　　鈴木　宣弘 ほか｜著　　川辺書林（Ｎ６１２ス）

３７０ア 人を育てる 有田　和正 Ｆス チポロ 菅野  雪虫

３７７マ 東大駒場寮物語 松本　博文 Ｆス ブルーアウト 鈴木  光司

３８６コ 子供を祝う端午の節句と雛祭 是澤　博昭 Fタ 日本核武装 高嶋　哲夫

３８８サ 誰も知らない世界のことわざ エラ・フランシス・サンダース Ｆチ あなたのための誘拐 知念　実希人

４５０オ 地球の履歴書 大河内　直彦 Fハ おおあたり 畠中　恵

４５６ナ 時を刻む湖 中川　毅 Fハ 孤篷のひと 葉室　麟

４５７ツ 白亜紀の生物  上巻・下巻 土屋　健 Ｆヒ 謎の毒親 姫野　カオルコ ★『宗祖に訊く』 
４８６マ 昆虫はもっとすごい 丸山　宗利　ほか Ｆヒ 秋の犬  他二編 日和　佑正 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　大竹　晋｜著　　国書刊行会（１８８オ）

４８７ナ カエルはお腹で水を飲む？ 長井　孝紀 Ｆホ ファイト！木津西高校生徒会 本田　有明

４９０ハ 死にゆく人と共にあること ジョアン・ハリファックス Ｆマ 深夜百太郎入口 舞城　王太郎

４９３カ すべての疲労は脳が原因 梶本　修身 Ｆマ 深夜百太郎出口 舞城　王太郎

４９３サ 人間にとって健康とは何か 斎藤　環 Ｆミ 黒面の狐 三津田　信三

４９３タ 認知症、その薬をやめなさい 髙瀬　義昌 Ｆミ 始末屋 宮本  紀子

４９３ホ 「うつ？」と思ったら副腎疲労を疑いなさい 本間　龍介 Ｆミ 帝国の女 宮木  あや子

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

思わず帰依したくなる！
宗祖を選んで仏道へ！
十三宗の祖師たちが現代に降臨し、シンポジウムを開催！？
祖師たちの全発言が原典からの翻訳で構築され、司会者が多くの
図表を用いて分かりやすく説明する、日本仏教の大法戦(アビダル
マ)！　（本書帯より）

国や長野県のTPP影響試算は真っ当なのか？
長野県の果樹と畜産はどうなるのか？
大規模農家と小規模農家はどこへ進むのか？
若手の新規就農者は増えるのか？
中山間地の多い信州農業はTPPの中でいかに存続を図るべき
か！（本書帯より）


