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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

０１９カ 絶望読書 頭木　弘樹 ４０４マ ホワット・イフ？ ランドール・マンロー ４９ウ きみの体の中（ＩＮＳＩＤＥ  ＹＯＵ） リチャード・ウォーカー

０２３タ オビから読むブックガイド 竹内　勝巳 ４１４ハ ドクター・ハルの折り紙数学教室 トーマス・ハル ６０コ 目で見てわかる身近な単位 子供の科学編集部

１２５カ 朱子学入門 垣内  景子 ４４３サ １４歳からの宇宙論 佐藤　勝彦 ９１ク 渋谷ギャル店員ひとりではじめたアフリカボランティア 栗山　さやか

１４１イ ユダヤ式Ｗｈｙ思考法 石角  完爾 ４８０マ その道のプロに聞く生きものの持ちかた 松橋　利光 Ｅカ おおきいちょうちんちいさいちょうちん 加古　里子

１４３フ ジャスト・ベイビー ポール・ブルーム ５２０モ 非常識な建築業界 森山　高至 Ｅサ ぺんぎんたいそう 齋藤　槙

１７５シ 諸国神社一宮・二宮・三宮 渋谷  申博 ５５６イ 氷川丸ものがたり 伊藤　玄二郎 Ｅト どどどーんぱっ！ とよた　かずひこ

１８５コ 御朱印案内 ５８９ヤ 文房具図鑑 山本　健太郎 Ｆサ 月夜に見参 斉藤　洋

２０９ハ 神々の魔術　上・下 グラハム・ハンコック ５９０マ 少しの工夫でおいしい毎日エコな生活 マキ

２１０カ 宿命の日韓二千年史 康　熈奉 ５９７ニ 世界一”のカリスマ清掃員が教える掃除は「ついで」にやりなさい！ 新津　春子 【郷土資料】

２１０ト 歴史問題ハンドブック 東郷　和彦　他 ６１１エ 社会起業家が〈農〉を変える 益  貴大　他 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

２１０ハ マッカーサーと日本占領 半藤　一利 ６２９オ 日本庭園の歴史と文化 小野　健吉 N２８０サ 信濃の戦国武将たち 笹本　正治

２８０モ 人間臨終考 森　達也 ６４５イ 猫にまた旅　フィルムカメラ編 岩合　光昭 N３７４フ モンスターマザー 福田　ますみ

２８１ワ 気になる人 渡辺　京二 ６５３セ 樹は語る 清和  研二 N６４７モ みつばち高校生 森山　あみ

２８９ク 少年皇族の見た戦争 久邇　邦昭 ７０２タ 幻想の花園 谷川　渥

２８９チ チャーチル ジョン・キーガン ７２３ハ 鴨居玲死を見つめる男 長谷川　智恵子 【文庫】

２８９リ 梁啓超 狭間　直樹 ７２３ホ 印象派のミューズ ドミニク・ボナ ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

２９０コ ＹＯのワールドジャーニー 金野　洋 ８１４ス 刀と日本語 調所　一郎 ０１９カ １０代のうちに本当に読んでほしい「この一冊」 河出書房新社編集部

２９０ナ 医者のたまご、世界を転がる 中島　侑子 ８１４ヤ にほんご歳時記 山口　謠司 ２８９ム ホセ・ムヒカ世界でいちばん貧しい大統領 アンドレス・ダンサ

２９１ス あれを食べに、この山に行ってきました 鈴木　みき ８５６ア 即効！フランス語作文 足立  和彦　他 ７２１ワ 江戸の悪 渡邉　晃

２９３ウ イギリス毒舌日記 ウィルトモ ９１０フ 戦争小説家古山高麗雄伝 玉居子　精宏 ９５３ル 悲しみのイレーヌ ピエール・ルメートル

３０２イ 海外で恥をかかない世界の新常識 池上　彰 ９１４マ リフォームの爆発 町田　康 Ｆア アリス殺人事件 有栖川　有栖　ほか

３１２ア 「中国共産党」論 天児　慧 ９１６イ 撃墜王は生きている！ 井上　和彦

３１４ア トランプ革命 あえば　直道 ９３３ウ ムシェ小さな英雄の物語 キルメン・ウリベ

３１７ク マイナンバーはこんなに恐い！ 黒田　充 ９３３ハ ミニチュア作家 ジェシー・バートン

３１８ヨ 平成合併を検証する 横山　壽一　他 Ｆア 毒殺協奏曲 有栖川　有栖　ほか ★『死ぬまでに見たい！絶景のペンギン』 
３３１タ 損したくないニッポン人 髙橋　秀実 Fイ 神の値段 一色　さゆり 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エクスナレッジ（４８８シ）
３３２ス スティグリッツ教授のこれから始まる「新しい世界経済」の教科書 ジョセフ　Ｅ．スティグリッツ Ｆオ 海の見える理髪店 荻原　浩

３３６ホ ビジネスマナーの解剖図鑑 北條　久美子 Ｆカ メビウスの守護者 川瀬　七緒

３３６ホ ＡＬＬＩＡＮＣＥ リード・ホフマン　他 Ｆキ ヒトでなし  金剛界の章 京極　夏彦

３６１カ なぜネット社会ほど権力の暴走を招くのか ジュリア・カジェ Ｆコ 真贋 今野　敏

３６１ス 日本会議の研究 菅野　完 Ｆコ スパイは楽園に戯れる 五條　瑛

３６１マ 人づきあいが楽しくなる心理学 鈎　治雄 Fソ 殺人交響曲 蒼社　廉三

３６１ワ 感情的にならない話し方 和田　秀樹 Ｆト 超高速！参勤交代老中の逆襲 土橋　章宏

３６７ク 後妻白書 工藤　美代子 Ｆハ 星砂物語 ロジャー・パルバース

３６８ロ トマス・クイック ハンネス・ロースタム Ｆフ ぼくは愛を証明しようと思う。 藤沢　数希 ★元素図鑑
３６９サ 防災学習読本 坂井　知志　他 Ｆホ 硝子の太陽Ｒ 誉田　哲也 　　　 　　　　　　　　エイドリアン・ディングル｜著　　主婦の友社（４３テ）
３７１ホ スクールカーストの正体 堀　裕嗣 Fマ ギケイキ 町田　康

３７９タ 「賢い子」に育てる究極のコツ 瀧　靖之 Ｆミ 誰かの家 三津田　信三

３８５オ 懐紙で包む、まごころを贈る 長田　なお Fミ ポイズンドーター，ホーリーマザー 湊　かなえ

３９３サ 自衛隊の経済学 桜林　美佐 Ｆヤ ネンレイズム，開かれた食器棚 山崎　ナオコーラ

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

　９２この元素があれば、宇宙をつくれる？
　車と星、ロケットとハンバーガーに共通していることはなんだろう？それ
は、どれもおなじ９２の元素からできているということ。そして、それは人間
もおなじ。つまり、この宇宙全体に存在するものすべては、９２の元素から
できているんだ！
　この本を読んだあとでは、周期表がまったくちがってみえるはず！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本書裏表紙より）

　想像を絶する美しい自然環境に心が震える！
　オーロラ輝く厚さ１千ｍの棚氷、地球最南端の神秘の海と謳われる氷
の海―南極海の氷山、サウスジョージア諸島・サウスサンドウィッチ諸島
など美しい虹の架かる亜南極の島々の浜辺、世界遺産に登録された絶

海の孤島―

　氷の国から楽園の島々まで、世界の絶景の中でペンギンたちは
たくましく生き抜いています
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本書帯より）


