
平成29年11月5日

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サ ゼロから作るＤｅｅｐ  Ｌｅａｒｎｉｎｇ 斎藤  康毅 ６１１ミ ＩｏＴが拓く次世代農業アグリカルチャー４．０の時代 三輪  泰史　ほか ７５キ みんなでつくる－ふゆのかざりもの きうち  かつ

００７タ ＡＩ時代の勝者と敗者 トーマス  Ｈ．ダベンポート ６２７ア 花のない花屋 東　信 ９２ヘ ファニー ファニー・ベン・アミ

０１５カ パスファインダー作成法 鹿島  みづき ６７３コ 未来食堂ができるまで 小林  せかい ９３ア カルペパー一家のおはなし マリオン・アピントン

０２３ウ みすず書房旧社屋 潮田  登久子 ７４０キ 靴底の減りかた 鬼海  弘雄

１４１ヨ 筆跡の魔法 芳田  マサヒロ ７４８ミ 九龍城砦 宮本　隆司 【郷土資料】

１５９コ 女５０歳からの１００歳人生の生き方 小嶋　貴子 ７７２イ 白髪のうた 市原　悦子 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

１８８サ 一日一生　愛蔵版 酒井　雄哉 ７７５オ 崑ちゃん 大村  崑 Ｎ２９９シ 秘境滝を行く 篠原  元

２７４テ あのころのパラオをさがして 寺尾　紗穂 ７７８マ 最も危険なアメリカ映画 町山  智浩 Ｎ４７２ツ 失われゆく植物たち 土田  勝義

２８１サ 敵を知り己れを知らば 佐高  信 ７８６タ てっぺん 田部井　政伸

２８１ハ 人生の流儀 萩本  欽一　ほか ８１４ミ 武士語事典 宮越  秀雄 【大活字本】

２８９ナ 死刑囚永山則夫の花嫁 嵯峨　仁朗　編 ８３７フ 英会話これを聞かれたらどう答える？ 藤澤  慶已 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

２９３モ スペイン子連れ漫遊記 森  久美子 ８６７タ おいしいスペイン語 高垣  敏博 Ｌ３０４ヨ あなたの脳にはクセがある  上・下 養老  孟司

３０２キ もし京都が東京だったらマップ 岸本  千佳 ９１３イ 江戸落語図鑑  ２ 飯田  泰子 Ｌ９１４コ 屋上への誘惑 小池  昌代

３０２ナ 「アウンサンスーチー政権」のミャンマー 永井  浩　ほか ９１４シ 片道の人生 ジェームス三木 ＬＦフ 夜の橋　上・下 藤沢　周平

３１１ミ 戦後民为为義をどう生きるか 三谷  太一郎 ９１４ヤ 母ではなくて、親になる 山崎　ナオコーラ

３１２シ 宗教・地政学から読むロシア 下斗米  伸夫 ９１６オ 学校へ行けなかった私が「あの花」「ここさけ」を書くまで 岡田　磨里 【文庫】

３１２ホ 迷走するイギリス 細谷  雄一 ９１６キ 黒島の女たち 城戸　久枝 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３１７フ 県警警部補の犯罪社会学 深沢  敬次郎 ９１６ク 手をこまねいてはいられない 窪島  誠一郎 ２２２シ 馬賊の「満州」 澁谷　由里

３１９イ ２１世紀の軍備管理論 岩田  修一郎 ９３３シ 絞首人 シャーリイ・ジャクスン Ｆサ 恨み残さじ 佐伯　泰英

３２２タ 「火附盗賊改」の正体 丹野  顯 ９３３ス あなたの自伝、お書きします ミュリエル・スパーク Ｆシ 高丘親王航海記　新装版 澁澤　龍彦

３３６オ クライシスを乗り越えるマネジメント・コントロール 岡崎  路易 ９３６テ スパイの血脈 ブライアン・デンソン Ｆヒ 彼女の人生は間違いじゃない 廣木　隆一

３３６オ トヨタの失敗学 ＯＪＴソリューションズ ９３６リ 神経ハイジャック マット・リヒテル

３６１カ 世界で一番他人にやさしい国・日本 マンリオ・カデロ ９４３シ 誰もいないホテルで ペーター・シュタム

３６７サ キッド ダン・サヴェージ ９５３タ 待つ女 マリー・ダリュセック

３６７ノ 家族のゆくえは金しだい 信田  さよ子 ９６３マ 執着 ハビエル・マリアス

３６９ヒ 忘れられた皇軍兵士たち 樋口　健二 Ｆア 末ながく、お幸せに あさの　あつこ ★『 『不思議の国のアリス』の分析哲学 』 
３７１オ 思春期の子どもと親の関係性 小野  善郎 Ｆウ 孤道 内田　康夫 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八木沢 敬｜著　講談社（１１６ヤ）

３７９ノ 男親が賢く元気な子を育てる 能登  春男 Ｆオ 横濱エトランゼ 大崎　梢

４０７オ 直感力を高める数学脳のつくりかた バーバラ・オークリー Ｆキ デンジャラス 桐野　夏生

４１０ハ おもしろいほど数学センスが身につく本 橋本  道雄 Ｆク 果鋭 黒川　博行

４７５サ コケを見に行こう！ 左古  文男 Ｆナ パイルドライバー 長崎  尚志

４９３ア 僕のこころを病名で呼ばないで 青木  省三 Ｆニ 掟上今日子の裏表紙 西尾　維新

４９４マ 脳外科医マーシュの告白 ヘンリー・マーシュ Ｆヒ マスカレード・ナイト 東野　圭吾

４９６フ やってはいけない目の治療 深作  秀春 Ｆヒ さらば愛しき魔法使い 東川　篤哉 ★『世界中からいただきます！』 
４９８シ 不潔都市ロンドン リー・ジャクソン Ｆホ ｄｅｌｅ 本多　孝好 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中山 茂大｜著　偕成社（３８ナ）

５３８イ 空の旅を科学する 伊藤  恵理 Ｆマ 漂う子 丸山  正樹

５８９コ 虹色のチョーク 小松　成美 Ｆミ この世の春　上・下 宮部　みゆき

５９５レ モデルール レプロエンタテインメントモデルルーム Ｆユ 淳子のてっぺん 唯川　恵

５９６ト 一汁一菜でよいという提案 土井　善晴 Ｆユ 盤上の向日葵 柚月　裕子

５９６ヒ 料理好きのうつわと片づけ 人とうつわ編集部 Ｆヨ 十三階の女 吉川　英梨

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

モンゴルの羊肉のむし焼き、カンボジアの春雨サラダ、パプア
ニューギニアのブタの丸焼き、ハンガリーの牛飼いたちのシ
チュー、ギリシャのムール貝、イエメンの大きなパン、モロッコのタ
ジン、ペルーのネズミ「クイ」の塩焼き……世界中、十七の地域で
居候して食べてきた「ふつうのごはん」と、ごはんを作る「台所」を大
公開！（表紙見返しより）

✝アリスがアリスであるための必要十分条件とは？✝
✝ハンプティー・ダンプティーという名前は卵形という意味！？✝

うわー！こんがらがってきた！！
論理学者だった作者ルイス・キャロルがお話にこめた知的たくらみ
を、鮮やかに読み解く分析哲学の試み！（本書帯より）


