
　　　　　タ　イ　ト　ル 編著者名など 　背ラベル 　　　　　タ　イ　ト　ル 編著者名など 　背ラベル

人文学宣言 山室 信一 002ｼﾞﾝ 東京は遠かった 川本 三郎 910.2ｶﾜ

トコトンやさしいVRの本 廣瀬 通孝 007.1ﾄｺ すごい言い訳! 中川 越 910.2ﾅｶ

YouTubeの時代 ケヴィン アロッカ 007.3ｱﾛ もの書く人のかたわらにはいつも猫がいた 角田 光代 910.2ﾓﾉ

世界が動いた「決断」の物語 ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ｼﾞｮﾝｿﾝ 141.8ｼﾞｮ 文豪お墓まいり記 山崎 ナオコーラ 910.2ﾔﾏ

人生は攻略できる 橘 玲 159ﾀﾁ 母のうた 美智子[] 911.1ｺｳ

鳥居大図鑑 藤本 頼生 175.5ﾌｼﾞ 居酒屋ぼったくり　11 秋川 滝美 ｱｷ

敗北者たち ﾛｰﾍﾞﾙﾄ ｹﾞﾙｳﾞｧﾙﾄ 209.7ｹﾞﾙ シーソーモンスター 伊坂 幸太郎 ｲｻ

元号と日本人 宮瀧 交二 210.0ｹﾞﾝ てらこや青義堂 今村 翔吾 ｲﾏ

鉄のカーテン 上・下 アン アプルボーム 234.0ｱﾌﾟ 帝国ホテル建築物語 植松 三十里 ｳｴ

これからを生きる君へ 天野 篤 289.1ｱﾏ 住友を破壊した男 江上 剛 ｴｶﾞ

イレナの子供たち ティラーJ.マッツェオ 289.3ｾﾝ 渦 大島 真寿美 ｵｵ

現代湯治全国泉質別温泉ガイド 日本温泉科学会 291.0ｹﾞﾝ 鬼憑き十兵衛 大塚 已愛 ｵｵ

地域おこし協力隊 椎川 忍 318.6ﾁｲ カゲロボ 木皿 泉 ｷｻﾞ

自分で考えるちょっと違った法学入門 道垣内 正人 321ﾄﾞｳ 中野のお父さんは謎を解くか 北村 薫 ｷﾀ

貿易戦争の政治経済学 ダニ ロドリック 333.6ﾛﾄﾞ とめどなく囁く 桐野 夏生 ｷﾘ

はじめての外国人雇用 嘉納 英樹 336.4ｶﾉ トリニティ 窪 美澄 ｸﾎﾞ

生活者の平成30年史 365.5ｾｲ 作家の人たち 倉知 淳 ｸﾗ

過労死 牧内 昇平 366.9ﾏｷ 呪護 今野 敏 ｺﾝ

認知症の人がﾊﾟｯと笑顔になる言葉かけ 右馬埜 節子 369.2ｳﾏ 隠居すごろく 西條 奈加 ｻｲ

いちばん親切なひもとロープの結び方 主婦の友社 383ｲﾁ 山海記 佐伯 一麦 ｻｴ

ヴィクトリア朝の女性たち 山村 明子 383.1ﾔﾏ 落花 澤田 瞳子 ｻﾜ

詳説日本の宝飾文化史 露木 宏 383.3ﾂﾕ 人類最年長 島田 雅彦 ｼﾏ

食べるとはどういうことか 藤原 辰史 383.8ﾌｼﾞ おまえの罪を自白しろ 真保 裕一 ｼﾝ

ビッグ・クエスチョン ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾎｰｷﾝｸﾞ 440.4ﾎｷ サバティカル 中村 航 ﾅｶ

第6の大絶滅は起こるのか ピーター ブラネン 457ﾌﾞﾗ 夢の迷い路 西澤 保彦 ﾆｼ

トコトンやさしいゲノム編集の本 宮岡 佑一郎 467.2ﾐﾔ ポルシェ太郎 羽田 圭介 ﾊﾀﾞ

進化する人体 ｷｬﾛﾙ ｱﾝ ﾘﾝﾂﾗｰ 491.3ﾘﾝ キボウのミライ 福田 和代 ﾌｸ

ウルトラ図解関節リウマチ 宮坂 信之 493.6ｳﾙ 飛族 村田 喜代子 ﾑﾗ

10代脳の鍛え方 ｼﾞｪｽ P.ｼｬｯﾄｷﾝ 493.9ｼｬ 尼子姫十勇士 諸田 玲子 ﾓﾛ

塩分早わかり 牧野 直子 498.5ｴﾝ マジカルグランマ 柚木 麻子 ﾕｽﾞ

クルマのメカニズム大全 青山 元男 537.1ｱｵ 由利・三津木探偵小説集成　1～4 横溝 正史 ﾖｺ

化学のしごと図鑑 近畿化学協会 570.9ｶｶﾞ 家族終了 酒井 順子 914.6ｻｶ

杉でつくる家具 グループモノモノ 592.7ｽｷﾞ 人生は美しいことだけ憶えていればいい 佐藤 愛子 914.6ｻﾄ

やさしい絽ざしのことはじめ 黒川 直子 594.2ｸﾛ 自分流のすすめ 曽野 綾子 914.6ｿﾉ

うまい!「おかか」ごはん にんべん 596ｳﾏ 皇室、小説、ふらふら鉄道のこと。 原 武史 914.6ﾊﾗ

なんでも、漬けもの。 河井 美歩 596.3ｶﾜ なにものにもこだわらない 森 博嗣 914.6ﾓﾘ

やさしいバナナのお菓子 若山 曜子 596.65ﾜｶ 思わず考えちゃう ヨシタケ シンスケ 914.6ﾖｼ

つくりおき幼児食 新谷 友里江 599.3ﾆｲ 郝景芳短篇集 郝 景芳 923.7ﾊｵ

凡人のための地域再生入門 木下 斉 601.1ｷﾉ ここから世界が始まる ﾄﾙｰﾏﾝ ｶﾎﾟｰﾃｨ 933.7ｶﾎﾟ

知らなきゃ損する農家の年金・保険・退職金 林田 雅夫 611.8ﾊﾔ 迷路の外には何がある? ｽﾍﾟﾝｻｰ ｼﾞｮﾝｿﾝ 933.7ｼﾞｮ

驚きの家庭菜園マル秘技58 626.9ｵﾄﾞ 生まれ変わり ケン　リュウ 933.7ﾘｭ

春夏秋と楽しめるかわいいｺﾝﾃﾅｶﾞｰﾃﾞﾝ エマ ハーディ 627.8ﾊﾃﾞ

レオナルド・ダ・ヴィンチ　上・下 ｳｫﾙﾀｰ　ｱｲｻﾞｯｸｿﾝ 702.3ｱｲ NHK新歴史秘話ヒストリア　1～5 210ｴﾇ

知識ゼロからの近代絵画入門 山田 五郎 723.0ﾔﾏ 316.1ｺｸ

拓本入門 藪田 夏秋 728.0ﾔﾌﾞ 僕たちはなぜ働くのか　上・下 池上 彰 366ﾎﾞｸ

中川原信一のあけび籠 堀 惠栄子 754.6ﾎﾘ 367.6ｼﾞｿﾞ

封筒ギフトスタイル 森 珠美 754.9ﾓﾘ 古い道具と昔のくらし事典 内田 順子 383.8ﾌﾙ

スポーツトレーニングの常識を超えろ! 780.7ｽﾎﾟ ｸｲｽﾞ&ﾊﾟｽﾞﾙでわかる数と図形のﾅｿﾞ ｺﾘﾝ ｽﾁｭｱｰﾄ 410ｽﾃ

登山入門 佐藤 勇介 786.1ﾄｻﾞ 羽毛恐竜 大島 英太郎 457.8ｵｵ

プロのeスポーツプレーヤーになる! 岸 大河 798.5ﾌﾟﾛ くらべよう!どうぶつの赤ちゃん 1～3 小宮 輝之 480ｸﾗ

1日1回あいうえおボケないための滑舌ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 赤間 裕子 809.2ｱｶ 青春ハンドメイド　1～3 594ｾｲ

ニューエクスプレス イギリス英語 古家 聡 830ﾌﾙ 写真で読み解く四字熟語大辞典 江口 尚純 813.4ｼｬ

持続可能な地球のために-いま、世界の子どもたちは　1～4

☺この他にもご紹介しきれない資料がたくさんあります。どうぞ図書館へおこし下さい。☺

新 着 資 料 案 内 （３月～４月に入った図書の一部を紹介します。）

《 背ラベルの色　　　一般書：青、水色　　えほん、児童書：赤、黄緑 》　　　　　

一 般 書 （ 文 学 以 外 ） 一 般 書 （ 文 学 ）

児　　童　　書　

国際化の時代に生きるためのQ&A　1～5


