
平成28年5月5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

００７ヤ 世界が変わるプログラム入門 山本  貴光 ５７４ス 日本インターネット書紀 鈴木  幸一 １５タ 花咲かじいさんが教える「人」と「お金」に愛される特別授業 竹田  和平

０２１ヨ 著作権法を考える１０の視点 吉田  大輔 ５８８ク 缶詰博士が選ぶ！「レジェンド缶詰」究極の逸品３６ 黒川  勇人 ４８ス 森からのてがみ Ｎ．スラトコフ

１６０ウ ビジュアルではじめてわかる宗教 フィリップ・ウィルキンソン ５９６イ おべんと帖百 伊藤　まさこ ８１イ みんなでつくる１本の辞書 飯田  朝子

１７５カ 世界文化遺産賀茂御祖神社 賀茂御祖神社 ５９７シ 色のパワーで暮らしを楽しくインテリアペイントNext 主婦の友社 Ｅエ なきごえバス 江頭  路子

１８８カ 図説地図とあらすじでわかる！山の神々と修験道 鎌田  東二 ６０１ム 地域からの六次産業化 室屋  有宏 Ｅサ どっち？どっち？ さつき　ねむ

２１０ホ 戦場体験者沈黙の記録 保阪  正康 ６２７オ 小さな花束の本 小野木  彩香 Ｅサ どこ？どこ？ さつき　ねむ

２１４ヤ 江戸三〇〇藩物語藩史  北陸・甲信越篇 山本  博文 ６４５イ はじめましてハムスター 今泉  忠明ほか Ｅミ はいくないきもの 皆川  明

２３４ミ ドイツ文化５５のキーワード 宮田  眞治 ６４５シ 牛と土 眞並  恭介 Ｅミ 庭をつくろう！ ゲルダ・ミューラー

２８８マ 解明！由来がわかる姓氏苗字事典 丸山  浩一 ６４６フ フクロウ完全飼育 藤井  智之 Ｆサ 妖精のパン屋さん 斉藤  栄美

２９１セ あたらしい離島旅行 セソコ  マサユキ ６７２ヤ 大江戸商い白書 山室  恭子 Ｆナ 小学生まじょのふしぎなぼうし 中島  和子

３１２キ 危険な沖縄 ケント・ギルバート ６７４ト ブームをつくる 殿村　美樹

３２４ア 自分で出来る！法人設立実践マニュアル 安部  高樹 ７０２サ アウトサイダー・アート入門 椹木  野衣 【郷土資料】

３２７カ なぜ私は韓国に勝てたか 加藤　達也 ７５４イ ディズニーちょこっとメモ折り紙あそび いしばし  なおこ ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３３１イ 経済学の宇宙 岩井　克人 ７５４タ 竹かごハンドブック 竹かご部 Ｎ５２１ミ 縄張図・断面図・鳥瞰図で見る信濃の山城と館（全８巻） 宮坂  武男

３３２ロ 「衝動」に支配される世界 ポール・ロバーツ ７８３タ ベルリンの奇跡 竹之内　響介

３３５ク 創業三○○年の長寿企業はなぜ栄え続けるのか グロービス経営大学院 ７８７サ フライフィッシング 佐藤  成史 【文庫】

３３６タ 借地権相続・贈与と譲渡の税務 武田  秀和ほか ８１１イ キラキラネームの大研究 伊東  ひとみ ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３３８オ ちょい投資 荻原  博子 ８１６ナ 手紙の文例・マナー新事典 中川  越 ３１２イ 日本の運命を変えた七つの決断 猪木  正道

３３８モ ホンマに、おおきに！ 元岡　俊一 ８３４カ みんな知ってる日本語なのに英語で言えないあのフレーズ 海東  鷹也 ９１１タ 高階杞一詩集 高階  杞一

３６１カ 怒れない人は損をする！ 片田  珠美 ８９２オ ラテン語とギリシア語を同時に学ぶ 小倉  博行 ９３３ハ 本を隠すなら本の中に ローナ・バレット

３６５マ 空き家問題 牧野  知弘 ９１１ナ 人生の節目で読んでほしい短歌 永田  和宏 Ｆハ 握る男 原  宏一

３６９サ 震災復興の政治経済学 齋藤　誠 ９１３キ 女たちの平安宮廷 木村  朗子

３７１ア 山村留学 青木　孝安 ９１４ア 倒れるときは前のめり 有川　浩

３７１ア 不登校、学校へ「行きなさい」という前に 阿部  伸一 ９２３カ 神秘列車 甘  耀明

３７５モ 民主主義 文部省 ９３３ト それはどっちだったか マーク・トウェイン

３８４ア モダンガールのス丶メ 淺井　カヨ ９３３リ 紙の動物園 ケン・リュウ 　　　　★新しく定期購入する雑誌　　　※（　）内は雑誌のジャンル

３８４ノ 子ども文化の現代史 野上  暁 ９４９イ 声 アーナルデュル・インドリダソン 【中野市立図書館】

３８５キ はじめての喪主葬儀・葬儀後マニュアル 吉川  美津子 Fア 鼠、滝に打たれる 赤川　次郎 　◇「ＮＨＫきょうの健康」（健康）

４５０ヤ 大自然が創りだした奇観の地球 山賀  進 Ｆイ 鷹ノ目 犬飼  六岐 　◇「ＮＨＫきょうの料理」（料理）

４７４ア きのこのき 新井  文彦 Ｆオ レールの向こう 大城  立裕 　◇「ＮＨＫ趣味の園芸」（園芸）

４８１タ 図解生き物が見ている世界 田中  直樹ほか Fコ STプロフェッション 今野　敏 　◇「ＮＨＫすてきにハンドメイド」（手芸）

４８４ノ カタツムリの謎 野島  智司 Ｆシ 新しい十五匹のネズミのフライ 島田　荘司 　◇「ＯＣＥＡＮＳ」（男性誌）

４９８サ ＹＯＧＡポーズ大全 Ｓａｔｏｒｉ  Ｓａｎｋａｒａほか Fス また、同じ夢を見ていた 住野　よる 　◇「ＳＵＭＡＩ　ｎｏ　ＳＥＫＫＥＩ」（住宅）

４９８ナ 今すぐ２０歳若返る！ 南雲　吉則 Fタ 死んでいない者 滝口　悠生 　◇「ＢＡＣＫＳＴＡＧＥ－ＰＡＳＳ」（音楽）

４９８ワ コンビニの「買ってはいけない」「買ってもいい」食品 渡辺　雄二 Ｆノ 怪盗グリフィン対ラトウィッジ機関 法月  綸太郎

５０１コ 地味のあるデザイン 小泉  誠 Ｆハ はだれ雪 葉室　麟 【豊田分館】

５１９サ 世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカの言葉 佐藤　美由紀 Ｆハ 明治・金色キタン 畠中　恵 　◇「ＲＯＣＫＩＮ’ＯＮ　ＪＡＰＡＮ」（音楽）

５２６タ 美しい建築の写真集　喫茶編 沖本　明　ほか Ｆミ みんなの少年探偵団　２ 有栖川　有栖　ほか 　◇「パピルス」（文芸）

５３４オ トコトンやさしい圧力容器の本 大原  良友 Fユ 幹事のアッコちゃん 柚木　麻子

５３６サ よみがえる鉄道文化財 笹田  昌宏 Ｆヨ 偽詩人の世にも奇妙な栄光 四元  康祐 上記の雑誌は平成２８年４月１日以降に発売された号から購入となります。

　　※なお、「健康」「花時間」の2誌は購入中止、「ＷＩ？」は休刊となります。

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】


