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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

１５９イ 図解働き方 稲盛　和夫 ７９８エ かるた 江橋  崇 ３８ヤ 遠野物語 柳田  國男

１５９イ 努力の選び方 井上  裕之 ８１０ヤ 日本語を作った男 山口  謠司 ９３フ 秘密　上 ジョン・フラナガン

１６７ア ムハンマド カレン・アームストロング ９１０コ ひめぎみ考 小林  とし子 ９４ヒ がれきのなかの小鳥 カーリ・ビッセルス

２０９ワ 海の上の世界地図 和田　博文 ９１１ナ 夏井いつきの超カンタン！俳句塾 夏井　いつき ９５シ 狐物語 レオポルド・ショヴォー

２１０ハ Ｂ面昭和史 半藤　一利 ９１４セ 生とは、死とは 瀬戸内  寂聴 Ｅオ チュンとカァのじゃんけんぽん！ 大森  裕子

２１９エ 沖縄戦全記録 NHKスペシャル取材班 ９１４タ 完本檀流クッキング 檀  一雄　ほか Ｅテ ベロニカとバースデープレゼント ロジャー・デュボアザン

２１９ク 琉球王国と戦国大名 黒嶋  敏 ９１４ナ ぐーたら女の成功術 中園　ミホ Ｅハ わたしのそばできいていて リサ・パップ

２９１タ 戦国武将はなぜその「地名」をつけたのか？ 谷川  彰英 ９１４マ 珍妙な峠 町田　康 Ｅハ ミュージアムにスフィンクスがやってきた ジェシー・ハートランド

３０２ミ タスマニアを旅する６０章 宮本  忠 ９１６キ プライベートバンカー 清武　英利 Ｆイ くじらのくじらん 市川  宣子

３１２イ 世界を動かす巨人たち  政治家編 池上　彰 ９１６コ 工学部ヒラノ教授の介護日誌 今野　浩

３１２ミ 政治家の見極め方 御厨　貴 ９２３コ 歩道橋の魔術師 呉  明益 【郷土資料】

３１９ヒ 「カエルの楽園」が地獄と化す日 百田　尚樹 ９３４ホ これで駄目なら カート・ヴォネガット ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３３１ネ ノーベル経済学賞 根井　雅弘 Ｆア ままならないから私とあなた 朝井　リョウ Ｎ６３２ア 蚕糸王国信州ものがたり 阿部  勇

３３２モ 雇用破壊 森永  卓郎 Ｆア 深淵の覇者 数多　久遠 Ｎ９１１シ 信濃歌選  復刻版

３３６ナ 学校じゃ教えてくれないまとめる技術 永山  嘉昭 Ｆイ 吹けよ風呼べよ嵐 伊東　潤 Ｎ９１１ハ 愛と感動信濃路うたの旅  上 花嶋  尭春

３４３イ 消費増税は、なぜ経済学的に正しいのか 井堀　利宏 Ｆウ 決戦！桶狭間 冲方　丁　ほか

３６１ナ 信頼学の教室 中谷内  一也 Ｆウ ツバキ文具店 小川　糸 【文庫】

３６８フ シリアルキラーズ ピーター・ヴロンスキー Ｆオ ツタよ、ツタ 大島　真寿美 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３６９ア 戦争をする国・しない国 浅井　春夫 Ｆオ あずかりやさん桐島くんの青春 大山　淳子 １００シ 図解「哲学」は図で考えると面白い 白鳥　春彦　監修

４０７ウ 若き科学者への手紙 エドワード  Ｏ．ウィルソン Ｆオ 死仮面 折原　一 ９１４コ 読まされ図書室 小林　聡美

４８０キ 獣医さんだけが知っている動物園のヒミツ人気者のホンネ 北澤　功 Ｆキ 魂の沃野　上・下 北方　謙三 Ｆヒ 雪煙チェイス 東野　圭吾

４８６ノ カメムシ 野澤　雅美 Ｆク 喧嘩 黒川　博行

４８８ミ 身近な鳥の生活図鑑 三上　修 Ｆサ ＧＯＳＩＣＫ　ＧＲＥＥＮ 桜庭　一樹

４９３オ 絆の病 岡田  尊司 Ｆサ 女子的生活 坂木　司

４９７モ 全ての病気は「口の中」から！ 森永　宏喜 Ｆサ 裸の華 桜木　紫乃 ★『好奇心を‶天職‶に変える空想教室』 
４９８モ 「ほら、あれだよ、あれ」がなくなる本 茂木  健一郎 Ｆサ 氷の轍 桜木　紫乃 　　　　　　　　　　　　　　植松　努｜著　　サンクチュアリ出版（１５９ウ）

４９８リ きほんのヨガポーズ＆プログラム ＲＩＥ Ｆサ ハンニバル戦争 佐藤  賢一

５２１イ 京町家を愉しむ 伊藤　正人 Ｆサ コロボックルに出会うまで 佐藤  さとる

５９７ア モノを持たなければお金は貯まる あらかわ　菜美 Ｆシ スローバラード 小路　幸也

６１１ク 農地を守るとはどういうことか 楜澤  能生 Ｆシ 花咲小路三丁目のナイト 小路　幸也

６２９タ 一年中美しい家庭で楽しむ芝生づくり１２か月 武井　和久 Ｆス 余命二億円 周防  柳

６７０イ 英語の仕事術 岩田　ヘレン Ｆタ オライオン飛行 高樹　のぶ子

７２６ト ＴＨＥ ＡＲＴ ＯＦ ＩＮＥＩ コンセプトアート 富安　健一郎 Ｆツ 東京會舘とわたし　上・下 辻村　深月 ★『ウェストンが残したクライマーズ・ブック』 
７６３ア ショパン・コンクール 青柳　いづみこ Ｆハ あおなり道場始末 葉室　麟 　クライマーズ・ブック刊行会｜編　信濃毎日新聞社出版局（N２９９ク）

７７２ア 杏の気分ほろほろ 杏 Ｆヒ マチネの終わりに 平野　啓一郎

７７２ヤ 舞台の記憶 矢野　誠一 Ｆミ 三鬼 宮部　みゆき

７７８ス 「世界のクロサワ」をプロデュースした男本木荘二郎 鈴木　義昭 Ｆム 「坊っちゃん」の通信簿 村木　晃

７７８ヤ カントク記 山本  晋也 Ｆモ みかづき 森　絵都

７８３サ 打つ前の「準備」でゴルフは変わる 阪田  哲男 Ｆモ ゼロワン 若木  未生

７８６イ ぼくの道具 石川　直樹 Ｆヤ 壁抜けの谷 山下　澄人

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

日本の山岳に魅せられた外国人登山者た
ちは何を書き残していったのか
延べ８０人余の５０編
上高地から槍・穂高、北アの名峰へ
焼岳噴火の様子も生々しく　（本書帯より）

忘れかけていた夢がとめどなくあふれてくる。
小さな町工場から自家製ロケットを打ち上げ、宇宙開発の常識を
逆転。日本一の空想経営者が見つけた「どんな夢も実現させる方
法」
やったことがないことを、どんどんやってみましょう。そうすれば、い
つか世界から「必要だ」と言われる人になります。（本書帯より）


