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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

０２４キ 蔵書一代 紀田  順一郎 ６４５ウ ＯＬＤ　ＤＯＧＳ ジーン・ウェインガーデン ３１ア １３歳からの平和教室 浅井  基文

０７０オ パラダイス文書 奥山　俊宏 ６６６ア 元気な魚が育つ水槽作り 青木  崇浩 ９１ム マレットファン 村中  李衣

２１０イ 日本史の内幕 磯田　道史 ７０２モ ときめく御仏図鑑 門賀  美央子 ９３シ 四人のおばあちゃん ダイアナ・ウィン・ジョーンズ

２１０ク 戦争の日本古代史 倉本  一宏 ７２６ヨ 漫画のすごい思想 四方田  犬彦 Ｆオ おばけやさん　７ おかべ　りか

２１０ヤ 闘いを記憶する百姓たち 八鍬　友広 ７４８シ 犬から聞いた話をしよう 椎名　誠

２１６コ 南近畿の戦国時代 小谷　利明　編 ７４８ナ 極夜 中村　征夫

２８１ス 藝人春秋　２　上 水道橋　博士 ７５３カ 残したい手しごと日本の染織 片柳  草生 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

２８９オ 父・巨泉 大橋  美加 ７６２ク ホワイトハウスのピアニスト ナイジェル・クリフ Ｌ９１１モ 俳句への旅  上・下 森  澄雄

２８９コ 小池百合子５０の謎 小池都政の政策を研究する会 ７６４キ 石、転がっといたらええやん。 岸田  繁 ＬＦイ 金沢あかり坂 五木  寛之

２８９サ 西郷隆盛 家近　良樹 ７６７サ 美輪明宏と「ヨイトマケの唄」 佐藤  剛 ＬＦイ 幕末新選組  上・下 池波  正太郎

２８９タ 伊達政宗の研究  新装版 小林  清治 ７７４ヤ ちゃぶ台返しの歌舞伎入門 矢内  賢二 ＬＦオ 偶然の祝福 小川　洋子

２９１タ 日本百名山クルマで行くベストプラン 種村  融　他 ７８０マ 腹筋を美しく見せる！女子の体幹トレーニング ＭＡＹＵＭＩ ＬＦツ 菊日和 津村　節子

３０２イ 京都ぎらい　官能篇 井上　章一 ８１８シ 東京のきつねが大阪でたぬきにばける誤解されやすい方言小辞典 篠崎  晃一

３０４シ ブラックボックス化する現代 下條  信輔 ８３３ヤ 日英ことわざ文化事典 山田  雅重 【郷土資料】

３１４カ 国会女子の忖度日記 神澤　志万 ８３７ト トランプ大統領就任演説  永久保存版 デイビッド・セイン ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３２４コ 親の財産を守る最新成年後見・民事信託利用のしかた コンデックス情報研究所 ９１０セ おちゃめに１００歳！寂聴さん 瀬尾　まなほ Ｎ２１０チ 信越国境の歴史像 地方史研究協議会　編

３３６イ 会社では教えてもらえない生産性が高い人の思考整理のキホン 井上  龍司 ９１１タ 英語対訳で読むサラダ記念日  新装版 俵  万智

３３８ウ 大学４年間の金融学が１０時間でざっと学べる 植田  和男 ９１４シ 一〇五歳、死ねないのも困るのよ 篠田　桃紅 【文庫】

３６１ニ ことばだけでは伝わらない 西江  雅之 ９１４ソ 夫の後始末 曾野　綾子 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３６８ア 妄信 朝日新聞取材班 ９３３ウ 書架の探偵 ジーン・ウルフ ７６７タ アラ還とは面白きことと見つけたり 武田　鉄矢

３６９ウ 震災後の不思議な話 宇田川　敬介 ９３６ク 小さなモネ－アイリス・グレース アラベラ・カーター・ジョンソン Ｆサ 剣と十字架 佐伯　泰英

３７９タ 男の子の一生を決める６歳から１２歳までの育て方 竹内  エリカ ９４３ラ 静寂 トーマス・ラープ

３８６ツ ケルト再生の思想 鶴岡　真弓 Ｆア 蒼玉の令嬢 荒井　修子

３８８ハ シンデレラの謎 浜本  隆志 Ｆア 家電兄弟 阿部  牧郎

３９５イ 主権なき平和国家 伊勢崎　賢治 Ｆイ 水底は京の朝 岩下  悠子

４１７イ データ分析の力因果関係に迫る思考法 伊藤　公一朗 Ｆカ あなたが子供だった頃、わたしはもう大人だった 川崎　徹 ★『 ３行しか書けない人のための文章教室 』 
４２１コ １２歳の少年が書いた量子力学の教科書 近藤  龍一 Ｆカ スノウ・エンジェル 河合  莞爾 　　　　　　　　　　　　　　　　　前田　安正｜著　朝日新聞出版（８１６マ）

４６０オ 「生きものらしさ」をもとめて 大沢  文夫 Ｆカ ゲバラ漂流 海堂  尊

４９０オ 遺族外来 大西  秀樹 Ｆキ 維新の羆撃ち 経塚  丸雄

４９１チ 高校で教わりたかった生物 趙  大衛 Ｆサ 火定 澤田　瞳子

４９８イ 医療事故に「遭わない」「負けない」「諦めない」 石黒　麻利子 Ｆセ いのち 瀬戸内　寂聴

５６６カ めっき大全 関東学院大学材料・表面工学研究所 Ｆト 冬雷 遠田　潤子

５９０サ 「家事のしすぎ」が日本を滅ぼす 佐光　紀子 Ｆハ 横浜大戦争 蜂須賀　敬明

５９１ハ 貯金１０００万円以下でも老後は暮らせる！ 畠中  雅子 Ｆハ 守教　上 帚木　蓬生 ★『サルってさいこう！』 
５９３ミ 繕う暮らし ミスミ  ノリコ Ｆハ 色仏 花房  観音 　　　　　　　　　　　　　　　　オーウェン・デイビー｜著　偕成社（４８テ）

５９４テ ディズニーの刺しゅう ディズニーファン編集部 Ｆホ 増山超能力師大戦争 誉田  哲也

５９６コ 白砂糖なし、乳製品なし、卵なし甘酒で作る麹のおいしいおかず＆スイーツ 小紺　有花 Ｆマ 名誉と恍惚 松浦　寿輝

５９６タ やる気の続く台所習慣４０ 高木　ゑみ Ｆマ ５まで数える 松崎  有理

６１２サ ＪＡに何ができるのか 佐藤  優 Ｆヤ ここから先は何もない 山田  正紀

６２５ノ ブドウ大事典 農山漁村文化協会　編 Ｆワ おらおらでひとりいぐも 若竹　千佐子

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

サルってなにもの？ぼくたちの「いとこ」、サルをたずねる
ぼうけんにでかけよう！
地球にいま、２６０種もがいるといわれているサル。
いちばん小さいピグミーマーモセットから、いちばん大き
いマンドリルまで、サルのふしぎをてっていてきに紹介しま
す！（表紙見返しより）

LINE、ツイッター、フェイスブックに慣れて……
３行書くのがやっとな人でも、
“長い文章”がすらすら書ける！
朝日新聞ベテラン校閲記者が教えるすぐに使える「書き方」の基本
ある程度の“分量”を書いてこそ、読む人にスーッと伝わる！文章の
膨らませ方、「５W１Ｈ」の正しい使い方、内容の引き出し方など、書く
力が身に付く、使えるコツが満載！（本書帯・表紙見返しより）

【大活字本】


