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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

００７ホ できるＷｉｎｄｏｗｓ１０ 法林  岳之　ほか ５４７ク ２０３０年のＩoT 桑津　浩太郎 ３７ヨ 奇跡の犬、ウィル 吉田　太郎

０１９コ 小泉今日子書評集 小泉　今日子 ５９２ス 杉田式ノコギリ木工のすべて 杉田　豊久 Ｅエ おやすみ、ロジャー カール・ヨハン・エリーン

０１９ツ 百歳までの読書術 津野　海太郎 ５９５ヨ 素肌美人になれる正しいスキンケア事典 吉木　伸子 Ｅハ 小学生のボクは、鬼のようなお母さんにナスビを売らされました。 原田　剛

０１９マ 読めよ、さらば憂いなし 松田　青子 ６１１ノ 便利で快適！農家の手づくり野良着 農山漁村文化協会 Ｆア 陰陽屋猫たたり 天野　頌子

１１４サ 老いへの「ケジメ」 斎藤　茂太 ６５３ス 樹皮と冬芽 鈴木  庸夫　ほか Ｆイ 黒魔女の騎士ギューバッド　part３ 石崎　洋司

１２６ヨ 思った以上の人生は、すぐそこで待っている ヨグマタ　相川圭子 ６９９ウ ＮＨＫはなぜ、反知性主義に乗っ取られたのか 上村　達夫 Ｆイ 黒魔女さんが通る！！　part２０ 石崎　洋司

１４７レ 神の使者　新装版 ゲイリー　Ｒ．レナード ７０２ア 秋山祐徳太子の母 秋山　祐徳太子 Ｆナ らくだい魔女と闇の宮殿 成田　サトコ

１５９ス フランス人は１０着しか服を持たない　２ ジェニファー　L．スコット ７０２ヒ 一〇〇歳が聞く一〇〇歳の話 日野原　重明　ほか

１５９テ 人生を面白くする本物の教養 出口　治明 ７０２ミ 手の国の鬼才たち 三潴　末雄 【文庫】

１５９フ 持たない幸福論 pha ７０２ヤ 驚くべき日本美術 山下　裕二 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

１５９ホ 本音で生きる 堀江　貴文 ７８２チ 海外トレイルランニング チーム１００マイル＆その仲間たち ９３３ウ 通い猫アルフィーの奇跡 レイチェル・ウェルズ

１５９ワ 焦らなくなる本 和田　秀樹 ８２１サ 日本人と漢字 笹原　宏之 Fサ 竹屋ノ渡 佐伯　泰英

１５９ワ 生きるのが楽になる考え方 和田　秀樹 ９１１サ 日本全国万葉の旅　西日本・東日本編 牧野　貞之 Ｆサ 混沌 佐伯　泰英

１８６タ 御朱印入門　決定版 淡交社編集局 ９１４キ 断片的なものの社会学 岸　政彦 Ｆサ 朝廷 佐伯　泰英

１８８オ 人間は死んでもまた生き続ける 大谷　暢順 ９１４サ 孫と私の小さな歴史 佐藤　愛子 Fサ 交易 佐伯　泰英

２１０ハ 官賊と幕臣たち 原田　伊織 ９１４ヤ かわいい夫 山崎　オナコーラ Ｆサ 飛躍 佐伯　泰英

２２３タ 動くものはすべて殺せ ニック・タース ９１５ノ 絶筆 野坂　昭如

２８９サ 道程 オリヴァー・サックス ９３６エ テロリストの息子 ザック・エブラヒム 【雑誌】

２８９ツ わが記憶、わが記録 御厨　貴　ほか Ｆア ガラパゴス　上・下 相場　英雄 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

２８９ヒ 維新経済のヒロイン広岡浅子の「九転十起」 原口　泉 Ｆア 尖閣ゲーム 青木　俊 真田丸  前編 三谷  幸喜

３０２イ ２３区格差 池田　利道 Ｆア 居酒屋ぼったくり　４ 秋川　滝美 ＤＩＹで作れるナチュラル＆アンティークな家具

３０４カ 戦争はさせない 鎌田　慧 Fア つまをめとらば 青山　文平

３１６キ 無差別テロ 金　惠京 Ｆイ 天才 石原　慎太郎

３１９キ 柔らかな海峡 金　惠京 Ｆイ 名前も呼べない 伊藤　朱里

３２６サ 犯罪の世間学 佐藤　直樹 Ｆイ 薄情 絲山　秋子 ★『古代文明の世界大図鑑』 
３３１ア ２１世紀の不平等 アンソニー　Ｂ．アトキンソン Ｆウ 終わった人 内館　牧子 　　　　　　　　　ドミニク・ラズボーン｜編　　ガイアブックス（２０９ラ）
３３２イ 経済の時代の終焉 井手　英策 Ｆウ 竈河岸 宇江佐　真理

３３２ヘ 資本の世界史 ウルリケ・ヘルマン Ｆカ コーヒーにドーナツ盤、黒いニットのタイ。 片岡　義男

３３２ミ 商都大阪をつくった男五代友厚 宮本　又郎 Ｆカ 坂の途中の家 角田　光代

３６７ウ おひとりさまの最期 上野　千鶴子 Fカ ヨイ豊 梶　よう子

３８３ソ ラーメンの語られざる歴史 ジョージ・ソルト Fカ おかしなことに 勝目　梓

４１０サ 世界を変えた「数」の物語 桜井  進 Fシ 風花島殺人事件 下村　明

４２０ロ 世の中ががらりと変わって見える物理の本 カルロ・ロヴェッリ Fシ 冬の光 篠田　節子

４８６マ きらめく甲虫 丸山　宗利 Fセ わかれ 瀬戸内　寂聴

４９８ア やってはいけないウォーキング 青柳　幸利 Ｆツ モナドの領域 筒井　康隆 ★『なんでもわかる！鉄道用語大事典』
４９８ウ 男はなぜこんなに苦しいのか 海原　純子 Ｆナ ハーメルンの誘拐魔 中山　七里 　　　　　 　　　　　梅原　淳｜著　　朝日新聞出版（６８６ウ）　【文庫】
４９８コ オトナ女子の不調をなくすカラダにいいこと大全 小池　弘人 Ｆハ 風かおる 葉室　麟

４９８ノ 図解「筋トレ」ウォーキング 能勢　博 Ｆハ 草雲雀 葉室　麟

５２７マ 涼温な家 松井　修三 Ｆミ 湖底の城　６巻 宮城谷　昌光

５４０イ 東芝不正会計底なしの闇 今沢　真 Fミ 魔の淵 三橋　一夫

　「私鉄」と「民鉄」、「線路」と「路線」、「運賃」と「料金」、「停車場」と「駅」
の意味はそれぞれどう違う？「新幹線」は路線それとも電車を指す？
　日常で使っている鉄道用語を突き詰めていけば、その不思議さと奥深
さを存分に堪能できる。初心者からファンまで楽しめる一冊。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本書裏表紙より）

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

　歴史的に重要な文明の図版とイラストをビジュアルに表現
した一大パノラマ
　文化と日常生活をあらゆる角度で解き明かす物語版画の集大成。歴史
的な絵画をフルカラーとモノクロの美しいイラストで掲載。古代文明に命
を吹き込む。政府と社会、宗教と建築、食物と娯楽など、おもなテーマに
沿って現代の権威が解説し、各文化を比較。詳しいマップと年表により、
文明相互の関係を、隣国、同盟国、敵国としてとらえる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本書裏表紙より）


