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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

１４８カ タロットの秘密 鏡  リュウジ ６８６イ Ｓｕｉｃａが世界を制覇する 岩田  昭男 ２８フ 世界を変えた１００人の女の子の物語 エレナ・ファヴィッリ

１５９サ 年を取るのが楽しくなる教養力 齋藤  孝 ７２０ハ いちまいの絵 原田  マハ ３８ア 和食の教科書 足立  己幸

１５９タ 女塾 田渕  久美子 ７２３ト ようこそ！西洋絵画の流れがラクラク頭に入る美術館へ とに～ ５１ヨ 未来のために学ぶ四大公害病 除本  理史

２１０オ 日本二千六百年史  新書版 大川　周明 ７２５ワ ６０歳からはじめる色鉛筆画 渡辺  芳子 Eコ スプーンちゃん 小西　英子

２１０オ 家訓で読む戦国 小和田  哲男 ７２６イ 宿題の絵日記帳 今井  信吾 Eシ くものうえのハリー 城井　文

２１０コ 「国民主義」の時代 小林  和幸 ７６４サ ジャズ・アンバサダーズ 齋藤  嘉臣 Ｅシ ようかいえんのかいすいよく 白土  あつこ

２８１ハ 昭和の男 半藤  一利 ７７２コ 昭和と師弟愛 小松  政夫 Ｅチ ぜったいひとつだからね ローレン・チャイルド

２８９オ 天下人の父・織田信秀 谷口  克広 ７７８イ 声優道 岩田  光央

２８９ミ 单方熊楠 松居  竜五 ７７８キ みんなの朝ドラ 木俣  冬 【文庫】

３１７フ 警視庁生きものがかり 福原  秀一郎 ８３７ク 日本人の９割が間違える英語表現１００ キャサリン  Ａ．クラフト ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３２９ア 日米地位協定 明田川　融 ９０１ス 小説のしくみ 菅原  克也 １８８サ 良寛軽やかな生き方 境野  勝悟

３３１ア 不道徳な見えざる手 ジョージ  Ａ．アカロフ ９０８カ 池澤夏樹、文学全集を編む 河出書房新社編集部 Ｆタ 将棋殺人事件 竹本　健治

３３６ハ どんな人とも！仕事をスムーズに動かす５つのコツ 濱田  秀彦 ９１０マ 松本清張の葉脈 单  富鎭

３４５フ 消費税を上げずに社会保障財源３８兆円を生む税制 不公平な税制をただす会 ９１１ウ 万葉集から古代を読みとく 上野  誠 【雑誌】

３６１オ ゾンビ学 岡本  健 ９１１ナ 夏井いつきの「雪」の歳時記 夏井  いつき ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３６１オ オタクとは何か？ 大泉  実成 ９１１ナ 夏井いつきの「花」の歳時記 夏井  いつき 雑誌 大人のゴルフの”無理しない”始め方 ＥＶＥＮ

３６６カ 夢をかなえる就活 金巻  裕史 ９１４カ こころに響く方丈記 木村　耕一 雑誌 つゆつき流つまみ細工のいろは 土田  由紀子

３６９ト カウンターの向こうの８月６日 冨恵  洋次郎 ９１４コ ここは、おしまいの地 こだま 雑誌 ボウルでかんたん心ときめくドームケーキ

３６９フ もう３Ｋとはいわせない５Ｋといわれる介護施設の秘密 藤本  加代子（他） ９１４サ 森のノート 酒井  駒子 雑誌 ロードバイクメンテナンスの超基本

３７５シ 部活があぶない 島沢  優子 ９１４ナ 私たちの星で 梨木  香歩 雑誌 星空ガイド  ２０１８

３７７シ 近大学長「常識破りの大学解体新書」 塩崎  均 ９３６ク 偽装死で別の人生を生きる エリザベス・グリーンウッド 雑誌 絶対できる！５０代からのスマートフォン

３８３イ 超絶記録！西山夘三のすまい採集帖 五十嵐  太郎（他） ９４３シ 階段を下りる女 ベルンハルト・シュリンク

３８５フ 現代人のための葬式とお墓の日本史 古川  順弘 ９４９テ おじいさんに聞いた話 トーン・テレヘン

３８７ヨ 信じてみたい幸せを招く世界のしるし 米澤  敬 Ｆア 烏百花  蛍の章 阿部　智里

４５７フ ８つの化石・進化の謎を解く ドナルド  Ｒ．プロセロ Ｆオ 泣きかたをわすれていた 落合　恵子

４５７フ １１の化石・生命誕生を語る ドナルド  Ｒ．プロセロ Ｆキ さざなみのよる 木皿　泉 ★『祖父母手帳』 
４５７フ ６つの化石・人類への道 ドナルド  Ｒ．プロセロ Ｆコ 望むのは 古谷田  奈月 　　　　　　　　　　　　　　　森戸  やすみ｜監修　日本文芸社（５９９モ）

４９３サ 音楽療法はどれだけ有効か 佐藤  正之 Ｆサ 泣き虫弱虫諸葛孔明  第５部 酒見  賢一

４９３ナ サイコパス 中野  信子 Ｆシ ファーストラヴ 島本　理生

４９５ツ つらい更年期障害をしっかり乗り越える方法 対馬　ルリ子 Ｆセ そして、バトンは渡された 瀬尾　まいこ

４９８イ 医療者が語る答えなき世界 磯野  真穂 Ｆセ 青い花 瀬戸内  寂聴

４９８ミ やってはいけない眠り方 三島  和夫 Ｆタ 君にまどろむ風の花 高里  椎奈

５１０ワ 飯場へ 渡辺  拓也 Ｆチ クローゼット 千早　茜

５３６キ 車両の見分け方がわかる！関西の鉄道車両図鑑 来住  憲司 Ｆツ 青空と逃げる 辻村　深月 ★『発光する生物の謎』 
６０１リ 街直し屋 リパブリック・イニシアティブ Ｆナ 連続殺人鬼カエル男ふたたび 中山　七里 　　　　　　　　　　　　　　マーク・ジマー｜著　西村書店（４８シ）【児童】

６１１ヨ ルポ農業新時代 読売新聞経済部 Ｆニ バルス 楡　周平

６４５リ ジャングルの極限レースを走った犬アーサー ミカエル・リンドノード Ｆハ それまでの明日 原　りょう

６５３ワ アジサイはなぜ葉にアルミ毒をためるのか 渡辺  一夫 Ｆハ ランチ酒 原田　ひ香

６７３ヤ セブン－イレブン１号店繁盛する商い 山本  憲司 Ｆヒ 平凡な革命家の食卓 樋口　有介

６７４ミ アート×テクノロジーの時代 宮津  大輔 Ｆユ 凶犬の眼 柚月　祐子

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

巨大イカやエビ、そしてホタルの共通点は何でしょう？
それは光を生み出すこと。このような生物の光を、「生物発光（バイオルミ
ネセンス）」とよびます。21世紀に入って、生物発光に関わる研究に2つの
ノーベル賞が授与された、いまもっとも熱い「生物発光」の不思議な世界

を、たくさんの美しいカラー写真とともに探りにいきましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(本書見返しより)

もう孫育てで悩まない！祖父母＆親世代の常識ってこんなにちがう？
おなかに赤ちゃんがいるとコーヒーは絶対NG？孫をあずかるけどどうし
たらいいかわからない！赤ちゃんにキスしたり大人と同じ食器を使うのは
ダメ？この本は、初めからお読みになってもいいし、困ったときにその部
分だけ読んでもいいようにしました。緊急連絡先、応急処置、緊急じゃな
いけどどこに聞いたらいいかわからないときの相談先なども載せました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表紙、あいさつより）


