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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 情報倫理 大谷  卓史 ５８９ス 誰がアパレルを殺すのか 杉原  淳一 ３８ミ 水木しげる河童大百科 水木  しげる

００７フ 第四の革命 ルチアーノ・フロリディ ５８９フ （骨格診断）×（パーソナルカラー）本当に似合うＢｅｓｔアイテム事典 二神　弓子 ４７ヤ 調べてなるほど！花のかたち 柳原  明彦

０４９カ もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら青のりＭＡＸ 神田　桂一 ５９９ハ 育児は仕事の役に立つ 浜屋  祐子　他 ４８ヨ ミジンコ 吉田  丈人

１５９ニ 人生を動かす仕事の楽しみ方 新津  春子 ６７５ナ 築地移転の闇をひらく 中澤  誠　他 ５４カ プログラミングは、ロボットから始めよう！ 加藤  エルテス聡志

１９８キ キリスト教は役に立つか 来住  英俊 ６８７ア 羽田空港のひみつ 秋本  俊二 ９３エ ウィロビー・チェースのオオカミ ジョーン・エイキン

２１０カ 火山で読み解く古事記の謎 蒲池  明弘 ７０９タ 文化遺産はだれのものか 田中  英資 ９３テ 青空のかけら Ｓ．Ｅ．デュラント

２１０タ データで見る太平洋戦争 高橋  昌紀 ７２３ヘ ファット・キャット・アート スヴェトラーナ・ペトロヴァ Eア カラフル 新井　洋行

２１０ヤ 日本の戦争：歴史認識と戦争責任 山田　朗 ７４０カ 挑発する写真史 金村  修 Eコ ぼくらはごりら 小風  さち

２９２シ シニアひとり旅  バックパッカーのすすめアジア編 下川  裕治 ７４８ニ うつくしい日々 蜷川  実花 Ｅフ キスはまほう スムリティ・プラサダム・ホールズ

２９５ウ カナダ歴史街道をゆく 上原  善広 ７５３ミ はじめての裂き織りレッスン 箕輪  直子 Ｆフ 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション呪 小泉  八雲　他

２９７ナ おひとりハワイの遊び方 永田  さち子 ７７８キ ハリウッド１００年史講義 北野  圭介

３０２キ プーチンの国 アン・ギャレルズ ７７８ヤ 時代劇の「嘘」と「演出」 安田  清人 【文庫】

３０４サ 安倍「日本会議」政権と共犯者たち 佐高　信 ７７９コ ビートたけしと北野武 近藤  正高 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３１２ア だまされないための「韓国」 浅羽  祐樹　他 ７８０ナ アスリートのこころの悩みと支援 中込  四郎　他 ２３０キ 中世ヨーロッパの騎士 フランシス・ギース

３１２コ 分解するイギリス 近藤  康史 ８０１ヨ なくなりそうな世界のことば 吉岡  乾 ３６１イ アメリカ人はどうしてああなのか テリー・イーグルトン

３１３カ 皇室がなくなる日 笠原  英彦 ８１５ア 現代感動詞用法辞典 浅田  秀子 ５９６ヒ あじフライを有楽町で 平松  洋子

３１３チ 象徴天皇制の成立 茶谷  誠一 ８１６サ これからレポート・卒論を書く若者のために 酒井  聡樹 ６８９ホ 恋するディズニー別れるディズニー 堀井  憲一郎

３１４カ ここまできた小選挙区制の弊害 上脇　博之 ９１０カ 老いの荷風 川本  三郎 ７７８チ チャップリン自伝若き日々 チャールズ・チャップリン

３１６ソ プライバシーなんていらない！？ ダニエル  Ｊ．ソロブ ９１１イ 俳句のルール 井上  泰至 ９３３チ あなたの人生の物語 テッド・チャン

３３３ミ 閉じてゆく帝国と逆説の２１世紀経済 水野  和夫 ９１４イ 花びら供養 石牟礼  道子 ９４９ヨ 白骨  上・下 Ｍ．ヨート

３３５イ グローバル・ビジネス・マネジメント 一條  和生 ９１４カ 見抜く力 姜  尚中 Ｆタ 破戒裁判 高木  彬光

３３８ヨ 人民元の興亡 吉岡  桂子 ９１４シ ガン入院オロオロ日記 東海林  さだお

３６１ハ フリーメイソン 橋爪  大三郎 ９１４マ 永遠のおでかけ 益田　ミリ

３６１リ 日本人の不信感中国人の本心 李  景芳 ９１６コ この地獄を生きるのだ 小林　エリコ

３６６タ 正社員消滅 竹信  三恵子 ９１６フ 閉じこめられた僕 藤元  健二

３６６ハ 労基署は見ている。 原  論 ９３３フ オリジン  上・下 ダン・ブラウン ★『物語のティータイム』 
３６７シ 男子劣化社会 フィリップ・ジンバルドー ９３３ホ 図書館は逃走中 デイヴィッド・ホワイトハウス 　　　　　　　　　　　　　　　　　北野　佐久子｜著　岩波書店（９０９キ）

３６７ト もっと知りたい！定年の楽しみ方 遠山　紘司 ９３４ル 地下道の鳩 ジョン・ル・カレ

３７４カ 「深い学び」を支える学級はコーチングでつくる 片山  紀子 ９３６ハ 人生の段階 ジュリアン・バーンズ

３８３ウ 人はこうして「食べる」を学ぶ ビー・ウィルソン ９５３フ ちいさな国で ガエル・ファイユ

４０４ナ 小さき生きものたちの国で 中村　桂子 ９５４ホ モンテーニュの書斎 保苅  瑞穂

４３４ヤ トコトンやさしいクロスカップリング反応の本 山本  靖典　他 ９７３カ 不在の騎士 イタロ・カルヴィーノ

４５１モ 天気のしくみ 森田  正光　他 Fア オーパーツ死を招く至宝 蒼井　碧

４８５ナ まちぶせるクモ 中田  兼介 Fア おもかげ 浅田  次郎 ★『世界でいちばん高い山　世界でいちばん深い海』 
４８７マ したたかな魚たち 松浦  啓一 Fア 雲上雲下 朝井　まかて 　　　　ケイト・ベイカー｜著　パイ・インターナショナル（４６へ）【児童】

４８９ア あそぼ！シャンシャン 朝日新聞出版 Fキ 宇喜多の楽土 木下　昌輝

４９７ニ 糖尿病がイヤなら歯を磨きなさい 西田　亙 Fコ 罪人が祈るとき 小林　由香

５２０ナ 動く大地、住まいのかたち 中谷  礼仁 Fニ 掟上今日子の色見本 西尾　維新

５５９フ ドローン・ウォーズ 船瀬  俊介 Ｆニ おまじない 西　加奈子

５８９ア 安藤・岩野の「これからこうなる！」－ゲームプロデューサーの仕事術－ 安藤  武博　他 Ｆミ 未来 湊　かなえ

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

ようこそ世界のいろんな「いちばん」を見つける旅へ。
「いちばん」をとおして世界を見ると、知らなかった発見がいっぱいです。
いちばん高い山から、いちばん深い海まで、世界は不思議なことが待っ
ています。読み終えたあと、いままでの世界が少し変わって見えてくるか
もしれません。(もくじより一部抜粋）

名作を美味しく味わうユニークな児童文学案内。
ライオンと魔女、秘密の花園、クマのプーさん、時の旅人……
イギリスでは、日常のなかにファンタジーが息づいている――
イギリスの食文化や児童文学を研究してきた著者が、物語に登場するお
菓子やハーブをとりあげながら、１１作品を読み解いていきます。(表紙見
返し・本書帯より)


