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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

０５１サ ａｎａｎの嘘 酒井　順子 ７６０ミ マエストロ、時間です 宮﨑　隆男 ３７ナ いじめのある世界に生きる君たちへ 中井　久夫

１５９ア 「がんばる」を手放すための本 有川　真由美 ７６２ナ 戦争交響楽 中川　右介 Ｅタ これはすいへいせん 谷川　俊太郎

１５９セ 仕事で「もうダメだ！」と思ったら最後に読む本 千田  琢哉 ７７２ナ 人生の終いじたくまさかの、延長戦！？ 中村　メイコ Ｅニ えんとつ町のプペル にしの　あきひろ

１５９タ やりぬく力 アンジェラ・ダックワース ９１０セ 小説家・瀬戸内寂聴 坂本  満津夫

２１０ア 「本能寺の変」は変だ！ 明智  憲三郎 ９１０フ 日本文学源流史 藤井　貞和 【郷土資料】

２１０カ 足利義政と東山文化 河合　正治 ９１１カ 鴨長明 鈴木  貞美 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

２１０キ 日本史を精神分析する 岸田　秀 ９１４カ 万年筆インク紙 片岡　義男 Ｎ２９０エ 信州うわさの調査隊  ２ ＳＢＣラジオ

２１０タ 「怪異」の政治社会学 高谷　知佳 ９１４カ 超企画会議 川村　元気 Ｎ３１９タ フランスと信州 滝澤  忠義

２１０ミ 戦国時代前夜応仁の乱がすごくよくわかる本 水野　大樹 ９１４サ ヨーコさんの“言葉”わけがわからん 佐野　洋子 Ｎ４６２カ 上高地の自然誌 上高地自然史研究会

２１０ヤ 日本人の知らない日米関係の正体 八幡　和郎 ９３３ス 裏切りの晩餐 オレン・スタインハウアー Ｎ６８６フ 信州の鉄道碑ものがたり 降幡  利治

２８９シ 白川静入門 小山　鉄郎 ９３３セ アックスマンのジャズ レイ・セレスティン Ｎ９１１ハ 愛と感動信濃路うたの旅  下 花嶋  尭春

２８９タ 父と私 田中　眞紀子 ９３３ソ イン・アメリカ スーザン・ソンタグ

３０２モ ニュースの“なぜ？”は世界史に学べ 茂木　誠 ９４３ヒ ドローンランド トム・ヒレンブラント 【文庫】

３３４ミ アメリカの排日運動と日米関係 簑原  俊洋 ９８０ヌ チェーホフ 沼野  充義 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３３５コ １日３６万円のかばん持ち 小山　昇 Ｆア 幽霊協奏曲 赤川　次郎 ９１５オ 犬とペンギンと私 小川　糸

３３８ヨ 野村証券第２事業法人部 横尾　宣政 Ｆア 放課後の厨房男子　進路編 秋川　滝美 Ｆア 狼と兎のゲーム 我孫子　武丸

３３８ヨ はじめての人のための３０００円投資生活 横山　光昭 Ｆア 居酒屋ぼったくり　７ 秋川　滝美 Ｆコ 痛みかたみ妬み 小泉　喜美子

３６８ク フューチャー・クライム マーク・グッドマン Ｆア 十年後のこと 暁方　ミセイ　他 Ｆサ 声なき蝉　上・下 佐伯　泰英

３６９イ 「子育て」という政治 猪熊　弘子 Ｆア サイレンス 秋吉　理香子 Ｆシ 壁と孔雀 小路　幸也

３６９タ 介護施設で死ぬということ 高口　光子 Ｆア 悪夢に架ける橋 赤川　次郎 Ｆミ ビブリア古書堂の事件手帖　７ 三上　延

３６９ミ 介護のススメ！ 三好　春樹 Ｆア 花を呑む あさの　あつこ Ｆミ 花闇 皆川　博子

３８２サ 宝は田から 佐野  賢治 Ｆイ スイム！スイム！スイム！ 五十嵐　貴久

３８３ヤ 化粧の日本史 山村  博美 Ｆウ 不抜の剣 植松　三十里

３９７オ 自衛隊の闇 大島　千佳 Ｆオ 不時着する流星たち 小川　洋子

４１７カ 統計学に頼らないデータ分析「超」入門 柏木　吉基 Ｆオ 原之内菊子の憂鬱なインタビュー 大山　淳子

４６４オ 恐竜はホタルを見たか 大場  裕一 Ｆカ 総選挙ホテル 桂  望実 ★『信州の縄文時代が実はすごかったという本』 
４７１イ 植物はなぜ動かないのか 稲垣　栄洋 Ｆコ 回帰 今野　敏 　　　　　　　　　　　　　　藤森　英二｜著　信濃毎日新聞社（Ｎ２０９フ）

４９０ナ 痛くない死に方 長尾　和宏 Ｆコ 携帯乳児 紺野  仲右ヱ門

４９８ノ 一生歩ける！寝たきりにならないための「足腰力」 野呂田　秀夫 Ｆシ 告白の余白 下村　敦史

５４７オ 音の記憶 小川　理子 Ｆシ 真実の檻 下村  敦史

５６１ニ 資源論 西山　孝 Ｆタ ダブルマリッジ 橘　玲

５９６マ かぼちゃを塩で煮る 牧野　伊三夫　画 Ｆツ 無貌の神 恒川　光太郎

５９６ヤ 超入門！やせるおかず作りおき 柳澤　英子 Ｆナ ゼロ・アワー 中山　可穂

５９６ヨ 健康おかず作りおき 横山　タカ子 Ｆホ 青と白と 穂高  明 ★『まっくらやみで見えたもの』 
６７８ス 新覇権国家中国×ＴＰＰ日米同盟 鈴木  英夫 Ｆマ ワインガールズ 松山　三四六 　　　　　　　　　　　　　　アンナ・リンジー｜著　河出書房新社（９３６リ）

６８６ウ 最新新幹線事情 梅原  淳 Ｆマ 墨龍賦 葉室　麟

６９９ク キャスターという仕事 国谷　裕子 Ｆマ 仏像ぐるりの人びと 麻宮  ゆり子

７０１ア いきと風流 尼ヶ崎　彬 Ｆミ 静かな雨 宮下　奈都

７５７モ ウィリアム・モリス ウィリアム・モリス Ｆヤ 本懐に候 山本　音也

７６０コ 音楽に自然を聴く 小沼　純一 Ｆユ いまひとたびと、なく鵺に 結城　光流

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

彼女の敵は、「光」。光線過敏の難病に日常を奪われたイギリス人女
性の、スリリングで愛しい奇譚。
わたしは子供だった頃の自分に思いを致す。まっくらやみから遠く隔たっ
た世界にいる自分に。自分の将来のことなど何も知らず、無邪気に夢と
希望を膨らませていたあの頃の自分に。(中略)拭い切れない慢性的な恐
怖を抱え、こうした積もる苦しみを抱えながらもわたしという人間の芯の部
分は変わっていない。いまも、あの時の自分のままだ――（本文より）

「縄文時代中期・八ヶ岳　そこはニッポンの銀座だった。」
およそ5500～4500年前、ここ八ヶ岳を中心とした地域では前後の
時期に比べてずば抜けて多い遺跡の数と、国宝「縄文のビーナ
ス」や国重要文化財「藤内遺跡の土器」など数々の傑作を誇って
いる。（本文＝信州が誇る「井戸尻文化」の繁栄より）
私たちがまだまだ知らない信州の不思議が詰まっています。


