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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

００７オ 大人を黙らせるインターネットの歩き方 小木曽  健 ５９６ナ たのしいあんこの本 なかしま　しほ ４１セ ぼくの算数絵日記 タイガー  立石

００７ナ 現代暗号のしくみ 中西  透 ５９６ヒ 弘兼流６０歳からの楽々男メシ 弘兼　憲史 ５３ヤ 「あかつき」一番星のなぞにせまれ！ 山下  美樹

１４６ハ ネガティブ・ケイパビリティ 帚木  蓬生 ６１５ム サルはなぜ山を下りる？ 室山  泰之 ７７フ 楽しいサウンドマジック  図書館版 藤原  邦恭

１５６ソ さむらい 曽根  喜美男 ６２７セ ハーバリウム－美しさを閉じこめる植物標本の作り方 誠文堂新光社 Ｅイ でんしゃがきた！ 石橋  真樹子

１５９イ 大人のお作法 岩下  尚史 ６６７ス 海藻王国 鈴木  克也 Ｅオ くものふわふわとふわり 小田切  信二

１５９タ 頭に来てもアホとは戦うな！ 田村  耕太郎 ７２１ホ ９９歳、ひとりを生きる。ケタ外れの好奇心で 堀　文子 Eキ ねこのピートだいすきなおやすみえほん キムバリー・ディーン

２０９ソ 大航海時代の日本人奴隷 ルシオ・デ・ソウザ ７６４ヤ ジャズの証言 山下　洋輔　他 Ｅコ ぼくのイスなのに！ ロス・コリンズ

２１０タ 海の向こうから見た倭国 高田  貫太 ７７８マ 教養としての１０年代アニメ 町口  哲生 Eノ えがないえほん B.J.ノヴァク

２１３カ 神田神保町書肆街考 鹿島  茂 ７７８ヨ 私が愛した映画たち 吉永　小百合

２８１ヤ 僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう 山中  伸弥　他 ７８４ハ 夢を生きる 羽生　結弦 【郷土資料】

２８８モ 日本の名家・旧家 森岡  浩 ８１６イ 書く力 池上  彰　他 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

２８９ス 北条氏康の妻瑞渓院 黒田　基樹 ８３６シ できる研究者の論文作成メソッド ポール  Ｊ．シルヴィア Ｎ３８８タ 善光寺街道の民話 高田  充也

２９０チ 絶景の空旅 チャーリィ古庄　他 ８３７シ 全くダメな英語が１年で話せた！アラフォーＯＬ  Ｋａｙｏのイギリス奮闘記 重盛  佳世 Ｎ４５７ノ 野尻湖のナウマンゾウ 野尻湖発掘調査団

３０４ニ そろそろ子供と「本当の話」をしよう 西部  邁 ９１０イ 評伝石牟礼道子 米本　浩二 Ｎ７４８ツ さくら桜 津野  祐次

３１１サ 市民政治の育てかた 佐々木　寛 ９１４キ ５０代からしたくなるコト、なくていいモノ 岸本　葉子

３１１ナ 「原因と結果」の経済学 中室　牧子 ９１４コ 感傷的な午後の珈琲 小池　真理子 【文庫】

３１４ア トランプのアメリカ 朝日新聞アメリカ大統領選取材班 ９１４サ ヨーコさんの“言葉”ふっふっふ 佐野  洋子 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３４５ウ 国税局査察部２４時 上田  二郎 ９１４シ おゝポポイ！ 執行  草舟 ９１４オ 卵を買いに 小川　糸
３６１ア ＮＹとワシントンのアメリカ人がクスリと笑う日本人の洋服と仕草 安積　陽子 ９１４ソ 老いを生きる覚悟 曾野　綾子 Ｆア 終電の神様 阿川　大樹
３６１カ 他人を平気で振り回す迷惑な人たち 片田  珠美 ９１４ソ 人生の退き際 曾野　綾子 Ｆシ 家族はつらいよ３ 小路　幸也
３６１ハ 新・日本の階級社会 橋本　健二 ９１４ニ 家族戦争 西舘　好子 Ｆタ あきない世傳金と銀  ５  転流篇 高田　郁

３６４シ 子育て支援と経済成長 柴田  悠 ９１４ム かるい生活 群　ようこ Ｆタ 筋読み 田村　和大

３６７コ 二十一世紀の若者論 小谷  敏 ９１４モ 夢の叶え方を知っていますか？ 森  博嗣

３６７ホ 精神科医が教えるちょこっとずぼら老後のすすめ 保坂　隆 ９１６ス されど愛しきお妻様 鈴木　大介

３６８イ ４３回の殺意 石井　光太 ９１６タ 現役東大生が１日を５０円で売ってみたら 高野  りょーすけ

３６９ツ お泊りデイサービスは、なぜ必要なのか 鶴蒔  靖夫 ９３３モ 湖畔荘  上・下 ケイト・モートン ★『マリリン・モンロー最後の年 』 
３７２マ これからの日本、これからの教育 前川　喜平 ９３３ラ クトゥルーの呼び声 Ｈ．Ｐ．ラヴクラフト 　　　　　　　　　　　セバスティアン・コション｜著　中央公論新社（７７８コ）

３７８カ 発達が気になる子のステキを伸ばす「ことばがけ」 加藤  潔 Ｆア おもかげ 浅田　次郎

４０４セ 科学報道の真相 瀬川  至朗 Ｆア 長く高い壁 浅田　次郎

４０４タ 文系のための理数センス養成講座 竹内  薫 Ｆア レッドリスト 安生　正

４８１ム 危険生物ファーストエイドハンドブック  陸編 武蔵野自然塾 Ｆア 居酒屋ぼったくり  ８ ・９ 秋川　滝美

４８１レ 数をかぞえるクマサーフィンするヤギ べリンダ・レシオ Ｆオ 俺はエージェント 大沢　在昌

４９２フ 姿勢と体幹の科学 藤縄  理　他 Ｆキ 兵 木下　昌輝

４９３ア 早期発見＋早期ケアで怖くない隠れ認知症 旭　俊臣 Ｆス 青くて痛くて脆い 住野　よる ★『話したくなる世界の選挙』 
４９４マ がんで死ぬ県、死なない県 松田  智大 Ｆテ 架空の犬と嘘をつく猫 寺地　はるな 　　　　　　　　　　　　　コンデックス情報研究所｜編著　清水書院（３１コ）

５３８ワ 続ける力 若田  光一 Ｆハ 雨と詩人と落花と 葉室　麟

５７９イ 僕はミドリムシで世界を救うことに決めた。 出雲  充 Ｆホ ノーマンズランド 誉田　哲也

５９０カ カンサイ式節約術 関西節約術評議会 Ｆミ 皆川博子コレクション  １０ 皆川　博子

５９１オ おひとり様でも、一生お金に困らない本 荻原  博子 Ｆム 嘘Ｌｏｖｅ  Ｌｉｅｓ 村山　由佳
５９４サ 私たちが好きなキルトのバッグとポーチ 斉藤　謠子 Ｆム 百貨の魔法 村山　早紀

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

世界は選挙であふれている！話したくなるランキング発表！
日本の選挙との違いにびっくり。自由研究にもピッタリのテーマ。
話したくなるランキング
・アメリカ大統領は１年がかりで選ばれる！
・100年近く投票率90％以上の国がある！
・投票日は飲酒禁止！
・選挙に勝った政党には議席数のボーナスがある?!　（本書帯より）

私は眠りたいの。
いまなお輝きを失わない美のイコン――不可解な死に至る日々、彼女はどのよ
うな人たちに囲まれていたのか。
ときどき私は思うの――私のそばにいてくれて、本当に話を聞いてくれるのは、
私が雇っている人、お金を払っている人たちだけなんだって。それが悲しい。ど
うして私は友だちに取り囲まれたことがないの――私に何も期待していないよう
な友だちに？――マリリン・モンロー（本書帯より）


