
平成28年6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

０１９ミ 寝たきり老人になりたくないならダイエットはおやめなさい 久野　譜也 ７５３マ 優美な織物の物語 クリスティーナ・マーティン ３８イ 日本の妖怪百科　ビジュアル版

１４６キ 幸せになる勇気 岸見　一郎 ７５４タ おりがみ・おてがみ たかはし　なな ４７モ あつめた・そだてたぼくのマメ図鑑 盛口  満

１５９オ お金の話にきれいごとはいらない 小笹  芳央 ７６７コ 昭和の歌１００ 小西　良太郎 ９２シ ぼくたちに翼があったころ タミ・シェム・トヴ

１５９ナ 絵本を読むと「天職」が見つかる 中越　裕史 ７７７タ 文楽に親しむ 髙木　浩志 ９３ス ブラック・レコニング ジョン・スティーブンス

１５９フ 結局、「すぐやる人」がすべてを手に入れる 藤由　達藏 ７８２ア レースに勝つための最強トライアスロントレーニング 青山　剛 Eカ ぴんくちゃんあおちゃんしろちゃん かしわら　あきお

１５９フ 人生の主導権を取り戻す「早起き」の技術 古川　武士 ８３５セ 丸暗記不要の英文法 関　正生 Eノ でんちゅう 野坂  勇作

２０９ミ 知れば知るほど面白い地理・地名・地図から読み解く世界史 宮崎  正勝 ９０１キ エンタテインメントの作り方 貴志  祐介

２１０コ 幕末維新を動かした８人の外国人 小島　英記 ９１０カ 愛の顛末 梯　久美子 【郷土資料】

２２０ナ アジア主義 中島  岳志 ９１４イ 黒猫のひたい 井坂　洋子 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

２３０シ 遠すぎた家路 ベン・シェファード ９１４オ 書生の処世 荻原　魚雷 Ｎ８８０イ 残したい方言２ 出野  憲司

２３３サ 消えたイングランド王国 桜井　俊彰 ９１４ソ 酔狂に生きる 曾野　綾子 Ｎ９４０コ ゆるきゃらクルタン 神津　良子

２８８フ 「昭和天皇実録」講義 古川　隆久　ほか ９１４ツ 息子に贈ることば 辻　仁成

２８８ヨ 天皇陛下の私生活 米窪　明美 ９１４ヤ 太陽がもったいない 山崎　ナオコーラ 【文庫】

２９１サ 奇界紀行 佐藤　健寿 ９１６ヤ 境界の民 安田  峰俊 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３１２オ 朴槿恵の真実 呉  善花 ９１６ヨ 戦場中毒 横田　徹 Fオ 真夜中のパン屋さん午前４時の共犯者 大沼　紀子

３１９ヘ 南シナ海 ビル・ヘイトン ９３３イ 忘れられた巨人 カズオ・イシグロ Ｆオ 「吾輩は猫である」殺人事件 奥泉　光

３２７ア 母さんごめん、もう無理だ 朝日新聞社会部 ９３３フ たとえ傾いた世界でも トム・フランクリン Ｆニ お待ちしてます下町和菓子栗丸　５ 似鳥　航一

３３０サ 財界支配 佐々木　憲昭 ９３６フ メモリアル病院の５日間 シェリ・フィンク

３３６コ 結果を出して定時に帰る時間術 小室  淑恵 ９７３サ コカインゼロゼロゼロ ロベルト・サヴィアーノ 【雑誌】

３６１シ 人の２倍ほめる本 渋谷　昌三 Ｆア 鍵の掛かった男 有栖川　有栖 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３６１ミ 気遣いできる人は知っている！会話のキホン 三上　ナナエ Fア 鼠、地獄を巡る 赤川　次郎 雑誌 真田丸  後編 三谷  幸喜

３６６イ アベノミクス・竹中平蔵路線による非正規は正規を規定する 石田　誠 Fア 居酒屋ぼったくり　５ 秋川　滝美

３６６オ 日曜日のハローワーク 小田　豊二 Fイ よはひ いしい　しんじ

３６７サ 貧困女子のリアル 沢木　文 Ｆウ うめ婆行状記 宇江佐　真理

３６８オ すぐそばにある「貧困」 大西　連 Fキ バラカ 桐野　夏生

３７７オ 大学生活マネジメント・ブック 旺文社 Ｆサ アンと青春 坂木　司 ★『信州湿原紀行』 
３７９キ 脳が認める勉強法 ベネディクト・キャリー Ｆシ 下山事件暗殺者たちの夏 柴田　哲孝 　　　　　 　　　　　日野　東｜著　　信濃毎日新聞社出版局（N２９９ヒ）
３８３ワ 日本の制朋１５０年 渡辺　直樹 Fツ 機龍警察火宅 月村　了衛

４８０イ 「水族館」革命 石垣  幸二 Ｆト 臨界 徳本  栄一郎

５７６オ シャネルＮ°５の謎 大野　斉子 Ｆニ 亡霊館の殺人 二階堂　黎人

５９０キ きもちいい暮らしの哲学 岸本　葉子 Fニ まく子 西　加奈子

５９６ク きちんと、野菜の小鉢 久保　香菜子 Ｆハ ビューティーキャンプ 林　真理子

５９６フ みそまる 藤本　智子 Fハ 若様とロマン 畠中　恵 ★『江戸城のインテリア』
５９７カ 片づけられない人のための考えない片づけ 川上　ユキ Ｆホ 呪文 星野　智幸 　　　　　　　　　　 　　　　　小粥　祐子｜著　　河出書房新社（５２１オ）
５９７カ 散らかし屋さんが片づけたくなる部屋のつくり方 金内　朊子 Ｆミ ここはボツコニアン  ５　ＦＩＮＡＬ 宮部　みゆき

６４５イ いい猫だね 岩合　光昭 Ｆモ 風聞き草墓標 諸田　玲子

６７０ハ 英語のお手本 マヤ・バーダマン Fヤ 象は忘れない 柳　広司

６９９ト １９８９年のテレビっ子 戸部田　誠 Ｆヨ 海を撃つ 吉村　龍一

７０２ア 世の中は偶然に満ちている 赤瀬川　原平 Ｆヨ 橋を渡る 吉田　修一

７２６ハ 鉄腕アトムの歌が聞こえる 橋本　一郎 Fワ リラ冷えの街 渡辺　淳一

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

　“自然からの贈り物”を歩く―。
湿原の宝庫・信州。高山帯から身近な高原まで県境域
や周辺も含む水と緑と花の探訪ガイド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本書帯より）

　徳川幕府の将軍や御台所の儀礼の場であり、生活空間でもあった江戸
城本丸御殿。そのインテリアはどのようなものだったのか？権威を示すた
めに凝らされた工夫、将軍が替わるたびに「お好み」によって行われたリ
フォーム、道標の意味もあった絵画や唐紙…。遺されている当時の図面
や資料から本丸御殿の表・中奥・大奥のインテリアを浮かび上がらせ、そ
こに込められた意味に迫る。いざ、知られざる城内へ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表紙見返しより）


