
　　　　　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

アンド・アイ・ラブ・ハー 小路 幸也 ｼｮ

機械学習図鑑 加藤 公一 007.1ｷｶ 傑作はまだ 瀬尾 まいこ ｾｵ

苦しかったときの話をしようか 森岡 毅 159.4ﾓﾘ 魔法を召し上がれ 瀬名 秀明 ｾﾅ

70歳のたしなみ 坂東 眞理子 159.7ﾊﾞﾝ めぐり逢いサンドイッチ 谷 瑞恵 ﾀﾆ

若い読者のための宗教史 ﾘﾁｬｰﾄﾞ ﾎﾛｳｪｲ 162ﾎﾛ バシレウス 塚本 青史 ﾂｶ

境界の日本史 森先 一貴 210.2ﾓﾘ 悪の五輪 月村 了衛 ﾂｷ

皇后雅子 石井 勤 288.4ｲｼ 白昼夢の森の少女 恒川 光太郎 ﾂﾈ

ドゥ・ゴール 佐藤 賢一 289.3ﾄﾞｺﾞ 夢見る帝国図書館 中島 京子 ﾅｶ

すべては救済のために デニ ムクウェゲ 289.3ﾑｸ ていん島の記 仁木 英之 ﾆｷ

ほんとうに気持ちいいｷｬﾝﾌﾟ場100 BE PAL編集部 291.0ﾎﾝ ブルー 葉真中 顕 ﾊﾏ

9条入門 加藤 典洋 323.1ｶﾄ 美しい顔 北条 裕子 ﾎｳ

手形小切手のことならこの1冊 325.6ﾃｶﾞ 同潤会代官山アパートメント 三上 延 ﾐｶ

ｱﾀﾞﾑ・ｽﾐｽはﾌﾞﾚｸﾞｼﾞｯﾄを支持するか? リンダ ユー 331.2ﾕ 蒼色の大地 薬丸 岳 ﾔｸ

数字で話せ 斎藤 広達 336.1ｻｲ 検事の信義 柚月 裕子 ﾕｽﾞ

女性学・男性学 伊藤 公雄 367.1ｼﾞｮ 一度きりの人生だから 伊集院 静 914.6ｲｼﾞ

369.2ﾋｶﾞ 基礎からわかる漢詩の読み方楽しみ方 鷲野 正明 921ｷｿ

いじめ 村瀬 学 371.4ﾑﾗ ｲﾝﾄﾞ神話物語マハーバーラタ 上・下 ﾃﾞｰｳﾞｧﾀﾞｯﾀ ﾊﾟﾄﾅｰﾔｸ 929.8ｲﾝ

0歳から楽しめるふわふわﾀｵﾙあそび 松家 まきこ 376.1ﾏﾂ イタリアン・シューズ ヘニング マンケル 949.8ﾏﾝ

おにぎりの文化史 横浜市歴史博物館 383.8ｵﾆ

科学する心 池澤 夏樹 404ｲｹ ソフィー、がっこうへいく ｱﾝ ｳｨﾙｽﾄﾞﾙﾌ Eｳｨ

ビジュアル物理全史 ｸﾘﾌｫｰﾄﾞ ﾋﾟｯｸｵｰﾊﾞｰ 420.2ﾋﾟｯ おにぎりにはいりたいやつよっといで 岡田 よしたか Eｵｶ

ヘンな名前の植物 藤井 義晴 470.3ﾌｼﾞ おんせんたまご 河本 徹朗 Eｶﾜ

ゴリラの森、言葉の海 山極 寿一 489.9ﾔﾏ いき 北村 結花 Eｷﾀ

薬を使わずにぐっすり眠る方法 大谷 憲 498.3ｵｵ みえた!きょうりゅうのせかい ﾙｰｼｰ ｸﾘｯﾌﾟｽ Eｸﾘ

OUR PLANET ｱﾗｽﾃｱ ﾌｫｻﾞｷﾞﾙ 519.8ﾌｫ ゆげゆげ～ さいとう しのぶ Eｻｲ

日本の夢の洋館 門井 慶喜 523.1ｶﾄﾞ うまれたよ!イカ 櫻井 季己 Eｻｸ

指物の基礎と製作技法 大工道具研究会 583ｻｼ うまれたよ!タコ 櫻井 季己 Eｻｸ

頑張らないおしゃれ 板倉 直子 589.2ｲﾀ うさぎくんとママ ﾘﾁｬｰﾄﾞ ｽｷｬﾘｰ Eｽｷ

一度にたくさん作るからおいしいｶﾚｰ ナカムラ チズコ 596ﾅｶ うたう!ももたろう ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾅﾖ Eｽｷﾞ

野菜保存のアイデア帖 島本 美由紀 596.37ｼﾏ おいせまいりわんころう 長谷川 義史 Eﾊｾ

超図解野菜の生育診断&回復ワザ やさい畑菜園ｸﾗﾌﾞ 626.9ﾁｮ なんでもおんなじ? スーザン バーレイ Eﾊﾞﾘ

ちいさな花言葉・花図鑑 宇田川 佳子 627ﾁｲ ねこの3つのねがいごと ケナード パーク Eﾊﾟｸ

カクタスハンドブック 山本 規詔 627.7ﾔﾏ イライラくんとこえだちゃん ﾏｼｭｰ ﾌｫｰｻｲｽ Eﾌｫ

空襲で消えた「戦国」の城と財宝 吉岡 孝 709.1ｸｳ

こう描けば絵は上手くなる 醍醐 芳晴 724.4ﾀﾞｲ 文系?理系?に迷ったら読む本 竹内 薫 002ﾀｹ

石ノ森章太郎 726.1ｲｼ 世界一おもしろいくらべっこ大図鑑 ｸﾗｲｳﾞ ｷﾞﾌｫｰﾄﾞ 033ｼﾞﾌ

ゆるふで ふでこ 728ﾌﾃﾞ こどもドラッカーのことば 齋藤 孝 159.5ｺﾄﾞ

皇室のボンボニエール 扇子 忠 756.3ｺｳ きみを変える50の名言 佐久間 博 159.8ｻｸ

そしていま、一人になった 吉行 和子 772.1ﾖｼ チェンジ・ザ・ワールド! スーザン フッド 280ﾌｯ

能楽ことはじめ 松村 栄子 773.0ﾏﾂ こんなに恐ろしい核兵器 １・２ 鈴木 達治郎 319.8ｽｽﾞ

市原悦子ことばの宝物 市原 悦子 775.1ｲﾁ きせつのずかん １・２ 露木 和男 407ｷｾ

アニメーション文化55のキーワード 須川 亜紀子 778.7ｱﾆ ずかん こけ 木口 博史 475ｷｸﾞ

激走!日本アルプス大縦断 齊藤 倫雄 782.3ｹﾞｷ スズメのくらし 平野 伸明 488.9ﾋﾗ

大人の水泳 笹原 辰夫 785.2ｵﾄ 和の文化を発見する水とくらす日本のわざ１ 中庭 光彦 517ﾜﾉ

笑う回文教室 せとちとせ 807.9ｾﾄ

一字違いの語彙力 山口 謠司 810.4ﾔﾏ ルルとララのおまじないクッキー あんびる やすこ ｱﾝ

言葉屋 ６ 久米 絵美里 ｸﾒ

宮中歌会始全歌集 宮内庁 911.1ｷｭ 都会(まち)のトム&ソーヤ １６ はやみね かおる ﾊﾔ

この橋をわたって 新井 素子 ｱﾗ 十年屋 ２ 廣嶋 玲子 ﾋﾛ

心音 乾 ルカ ｲﾇ ほねほねザウルス ２０ 　 ﾎﾈ

彼女たちの場合は 江國 香織 ｴｸ 魔法使いマーリンの犬 ｴﾘｯｸ ｶｰﾝ ｹﾞｲﾙ 933.7ｹﾞｲ

百花 川村 元気 ｶﾜ ﾔﾝｸﾞ・ｼｬｰﾛｯｸ・ﾎｰﾑｽﾞ ５ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ ﾚｰﾝ 933.7ﾚﾝ

金剛の塔 木下 昌輝 ｷﾉ ピッピ南の島へ ｱｽﾄﾘｯﾄﾞ ﾘﾝﾄﾞｸﾞﾚｰﾝ 949.8ﾘﾝ

新 着 資 料 案 内 （4月～5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 ）

☺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。☺

一　　般　　書　　（文　　学）

え　　　　 ほ　　　　 ん

児　童　書　（　よみもの以外　）

児　童　書　（　よ　み　も　の　）

やさしすぎるあなたがくたびれないための介護ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ




