
平成29年1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

００２ス 学術書を書く 鈴木　哲也 ７６７ニ プリンス論 西寺  郷太 ４８オ 鳥のくらし図鑑 おおたぐろ　まり

１５９セ 非常識な休日が、人生を決める。 千田　琢哉 ７７４ハ 天才と名人中村勘三郎と坂東三津五郎 長谷部　浩 ７８ヤ 忍者修行マニュアル 山田　雄司

１５９タ こころの匙加減 高橋　幸枝 ７８０オ 反東京オリンピック宣言 小笠原　博毅 ９３ロ ハリー・ポッターと呪いの子第一部・第二部　特別リハーサル版 Ｊ．Ｋ．ローリング　ほか

１５９ム 「自分に自信がない人」を卒業する44のヒント 村井　嘉浩 ８３０ケ アラフォーから始めるオトナの英語学習法 けんたっきぃ Ｅキ かげはどこ 木坂　涼

１５９ヤ 逆境の教科書 山口  伸廣 ８３０ヒ 英語の帝国 平田　雅博 Ｅシ ガスこうじょうききいっぱつ シゲリ　カツヒコ

１６４シ 世界を読み解くためのギリシア・ローマ神話入門 庄子　大亮 ８３７ヨ ネイティブ英語なんて必要ない！ 吉田　ちか Ｅス トルーシー・トルトルとトラ ヘレン・スティーヴンズ

１９０ハ あぶない一神教 橋爪　大三郎 ９０２イ 詩のなぐさめ 池澤  夏樹 Ｆタ もりモリさまの森 田島　征三

２１０カ 戦争まで 加藤　陽子 ９１０ア 強父論 阿川　佐和子 Ｆタ 落語少年サダキチ 田中　啓文

２１０ハ 日本の命運 濱口　和久 ９１０シ 狂うひと 梯　久美子

３０４オ 国土が日本人の謎を解く 大石　久和 ９１０ヤ 「フランスかぶれ」の誕生 山田　登世子 【文庫】

３０４キ 自修自得す 北尾　吉孝 ９１４イ 不運と思うな 伊集院　静 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３１１イ 自由の条件 猪木　武徳 ９１４ウ ある夜のダリア 内館　牧子 ２１０タ ローマへ行った少年使節 谷　真介

３１６ト シャルリとはだれか？ エマニュエル・トッド ９１４カ 鬱屈精神科医、占いにすがる 春日　武彦 ２８１ヒ 戦国を生きた姫君たち 火坂　雅志

３２４シ 空家等対策特別措置法の解説 自由民主党空き家対策推進議員連盟 ９１４サ 九十歳。何がめでたい 佐藤　愛子 ３６９カ 僕はしゃべるためにここ（被災地）へ来た  増補版 笠井　信輔

３３２ス ユーロから始まる世界経済の大崩壊 ジョセフ．Ｅ．スティグリッツ ９１４ヒ 華麗なる微狂いの世界 平山　夢明 ４９３オ 生きるための哲学 岡田　尊司

３３３ナ 中原圭介の経済はこう動く　２０１７年版 中原　圭介 ９１４ミ ははがうまれる 宮地  尚子 ７０２ホ ゴシック美術形式論 ウィルヘルム・ヴォリンガー

３６１ウ 人を立てるとうまくいく 植西　聰 ９１４モ ぐるぐる問答 森見　登美彦 ９３３ハ 不可解の国のアリッサ　上・下 Ａ．Ｇ．ハワード

３６１オ 元検事が明かす「口の割らせ方」 大澤　孝征 ９３４チ 生きていることを楽しんで ターシャ・テューダー Ｆキ 運命に、似た恋 北川　悦吏子

３６６ハ 働く女子の運命 濱口  桂一郎 Ｆア ＶＳ．こち亀 秋本　治　原著 Ｆシ 猫は毒殺に関与しない 柴田　よしき

３６８ム ヤクザ式最後に勝つ「危機回避術」 向谷　匡史 Ｆア アンマーとぼくら 有川　浩 Ｆニ シャーロック・ホームズの十字架 似鳥　鶏

３７４ヤ ＰＴＡ、やらなきゃダメですか？ 山本　浩資 Ｆア 居酒屋ぼったくり　６ 秋川　滝美 Ｆユ エヴェレスト 夢枕　貘

３９１オ 「逃げるな、火を消せ！」戦時下トンデモ「防空法」 大前　治 Ｆア 植物たち 朝倉　かすみ

３９２イ 国のために死ねるか 伊藤　祐靖 Ｆイ 虹を待つ彼女 逸木　裕

３９２ヤ 日本はなぜ、「戦争が出来る国」になったのか 矢部　宏治 Ｆウ 十二人の死にたい子どもたち 冲方　丁

４４０タ 宇宙のはじまり 多田  将 Ｆウ 異郷の友人 上田　岳弘 ★『会計士は見た！』 
４５７イ 古代生物図鑑 岩見　哲夫 Ｆコ 去就 今野　敏 　　　　　　　　　　　　　　前川　修満｜著　　文藝春秋（３３６マ）

４６３コ ミトコンドリアはミドリがお好き！ 小暮　信一 Ｆシ わたしの宝石 朱川　湊人

４８６シ 虫のしわざ観察ガイド 新開　孝 Ｆシ ニューカルマ 新庄  耕

４９３オ 脳をどう蘇らせるか 岡野  栄之 Ｆタ 上流階級　２ 高殿　円

４９４オ 医者の私が、がん検診を受けない９つの理由 岡田　正彦 Ｆト 蛮政の秋 堂場  瞬一

４９７ハ 白米が健康寿命を縮める 花田　信弘 Ｆナ 悪玉 鳴海　章

５２０ナ 謎を呼ぶ大建築 ナショナルジオグラフィック Ｆニ 掟上今日子の旅行記 西尾　維新

５２２シ 明治の建築家伊東忠太オスマン帝国をゆく ジラルデッリ  青木美由紀 Ｆニ 一〇一教室 似鳥　鶏 ★『世界一ときめく質問、宇宙一やさしい答え』 
５２６ス シブいビル 鈴木　伸子 Ｆヒ 恋のゴンドラ 東野　圭吾 　　　 　　　ジェンマ・エルウィン・ハリス｜編　　河出書房新社（０４ハ）

５９７サ 実家と空家の片づけ方 サマンサネット Ｆヒ 禁断のスカルペル 久間　十義

６７４マ 戦後新聞広告図鑑 町田　忍 Ｆホ 硝子の太陽Ｎ 誉田　哲也

７０６ア 東京ミュージアムさんぽ 朝日新聞出版 Ｆミ サイレント・ブレス 南　杏子

７２６ハ ミッフィーの食卓 林　綾野 Ｆモ 梅もどき 諸田　玲子

７２８ニ すぐに役立つ草書の覚え方ハンドブック  新装版 西村　翠晃 Ｆヤ 明日の食卓 椰月　美智子

７４３フ 家族を撮る。 藤本　陽子 Ｆユ 奥様はクレイジーフルーツ 柚木　麻子

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

あなたならどう答える？
「宇宙には行き止まりがある？」「葉はどうして秋にだけ落
ちるの？」「どうして右と左があるの？」……
誰もが答えにつまる、子どもたちが投げかけた１３１の質問への、世
界の第一人者１１１人による素晴らしい答えの数々！（本書帯より）

会計士には隠し事はできない。
企業の姿は、記者会見などにおける企業側の説明（PR）よりも、公表され
た決算書を読み解いたほうが、的確にとらえることが可能です。企業側の
発表だけでは、その会社の「表の顔」しか見えてきません。しかし、そこで
は好業績を発表している企業でも、決算書をよくよく読んでみると、実は
経営に苦しみ、もがいている「本当の姿」が見えてくる―。
（本書帯より）


