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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ウ 本屋になりたい 宇田　智子 ７６７ハ 童謡はどこへ消えた 服部　公一 ４８イ イヌ・ネコ

１４１ア 怒りに負ける人、怒りを生かす人 安藤　俊介 ７６９タ 常識外の一手 谷川　浩司 Ｅタ かとりせんこう 田島  征三

１５９タ 私だけが知っている金言・笑言・名言録 高田　文夫 ７８２カ 鏑木毅トレイルランニングトレーニングＢＯＯＫ 鏑木　毅 Ｅル おひめさまはねむりたくないけれど メアリー・ルージュ

２８０サ ケンカの流儀 佐藤　優 ７８３テ プロ野球「背番号」雑学読本 手束　仁 Ｆサ 月夜に見参 斉藤　洋

２８９ヒ 広岡浅子 小前　亮 ８１６ナ 実例大人の基本手紙書き方大全 中川  越

２９１シ 関東・甲信越一泊でたのしむ山歩きガイド 旬の山愛好会 ９１０ウ 芥川賞の謎を解く 鵜飼　哲夫 【郷土資料】

２９７ア やさしいハワイマウイ島の本 青木  たまな ９１１ヒ しかえししないよ 日野原　重明 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３１２オ 小泉純一郎・進次郎秘録 大下　英治 ９１４イ 嫌老社会を超えて 五木　寛之 Ｎ３８２タ 色紙絵でよみがえる昭和の原風景 髙橋　りつ子

３２０タ 知らないではすまされない！わが子を守る法律知識 髙野　浩樹 ９１４オ ことばの果実 長田　弘

３３２サ 戦後７０年、日本はこのまま没落するのか 榊原　英資 ９１４サ 小説家の四季 佐藤　正午 【文庫】

３３６ウ 税務調査官の着眼力 薄井  逸走 ９１４サ 子の無い人生 酒井　順子 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３３６ト 若手社員が育たない。 豊田　義博 ９１６オ あの日 小保方　晴子 ３０２ク テレビ・新聞が決して報道しないシリアの真実 国枝　昌樹

３４５ワ パナマ文書 渡邉　哲也 ９１６シ １１２日間のママ 清水　健 Fオ 見た人の怪談集 岡本　綺堂　ほか

３６５ミ 親の家のたたみ方 三星　雅人 ９１９ハ 与謝野鉄幹漢詩全釈 濱  久雄

３６８マ だまし犯罪百科 間川　清 ９３３ス 死を忘れるな ミュリエル・スパーク 【朗読ＣＤ】

３７１タ 生きづらい時代と自己肯定感 高垣　忠一郎 ９３３ト マーク・トウェインユーモア傑作選 マーク・トウェイン ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

４２６カ 暮らしを支える「熱」の科学 梶川　武信 Ｆア 人間消失殺人事件 赤川　次郎 ＣＤエ 江戸川乱歩／聴く傑作短編（６枚組） 江戸川　乱歩

４６０モ 自然を楽しむ 盛口　満 Ｆイ レプリカたちの夜 一條　次郎 ＣＤタ 刺青／秘密 谷崎  潤一郎

４６８ヤ オオカミがいないと、なぜウサギが滅びるのか 山田　健 Ｆイ サブマリン 伊坂　幸太郎 ＣＤナ 李陵　（２枚組） 中島  敦

４８９イ モグラハンドブック 飯島　正広 Ｆウ 擬宝珠のある橋 宇江佐　真理 ＣＤマ 火花　（４枚組） 又吉  直樹

４９１ナ 幹細胞と再生医療 中辻　憲夫 Ｆウ ＭとΣ 内村　薫風 ＣＤミ 宮部みゆき傑作選～聴いて味わう時代小説  第２集（６枚組） 宮部　みゆき

４９１ヒ がんにならない人の５０の習慣 平島　徹朗 Ｆオ 空に牡丹 大島  真寿美

４９２キ 緩和ケアという物語 岸本　寛史 Ｆカ 十三匹の犬 加藤　幸子

４９８ア シリコンバレー式自分を変える最強の食事 デイヴ・アスプリー Ｆカ 蛇の道行 加藤　元

５０１イ 絵とき構造力学 石川　敦 Ｆサ 犬の掟 佐々木  譲

５０１ホ 図解よくわかる測り方の事典 星田　直彦 Ｆシ 屋上の道化たち 島田　荘司 ★『ＲＥＳＰＥＣＴ』 
５３８タ 飛ぶ！撮る！ドローンの購入と操縦 高橋　亨 Ｆシ 誰がカインを殺したか 篠田　真由美 　　　　　 　　　反町　康治｜著　　信濃毎日新聞社出版局（N７８３ソ）
５７４カ トコトンやさしいヨウ素の本 海宝　龍夫 Ｆタ 富士山噴火 高嶋  哲夫

５９１イ お金を整える 市居　愛 Ｆタ 朝顔の日 高橋  弘希

５９４フ はじめてのつまみ細工　改訂版 福清 Ｆツ ジャッカ・ドフニ 津島　佑子

５９４フ パリジェンヌの刺繍 シルヴィー・ブロンド Ｆテ ムーンナイト・ダイバー 天童　荒太

６１３ヨ 図解でよくわかる土壌微生物のきほん 横山　和成 Ｆニ 和僑 楡　周平

６５３イ 木を知る・木に学ぶ 石井　誠治 Ｆハ 秋霜 葉室　麟

６７３コ その一言でお客様はリピーターになった。小林　作都子 Ｆハ 鬼神の如く 葉室　麟 ★『デジタル遺品』が危ない
７２６ミ 戦争と読書 水木　しげる　他 Ｆヒ カエルの楽園 百田　尚樹 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　萩原　栄幸｜著　　ポプラ社（００７ハ）
７４０イ 街あるきぶらりスナップ散歩 一陽樂舎 Ｆマ ６月３１日の同窓会 真梨　幸子

７４０ウ かなわない 植本　一子 Ｆマ 海は見えるか 真山　仁

７４８フ 動物たちのしあわせの瞬間 福田　幸広 Ｆマ バベル九朔 万城目　学

７６２タ 武満徹・音楽創造への旅 立花　隆 Ｆマ ゴージャスなナポリタン 丸山　浮草

７６４ナ 「アラブの春」と音楽 中町　信孝 Ｆヤ 幽霊なんて怖くない 山本　弘

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

　重要なものを山ほどデジタルで管理している時代に。
　高齢者のパソコン利用率上昇に伴い、急増する「デジタル遺品」トラブ
ル。パソコンやスマホの中の写真・文章、ブログ、ＳＮＳ、ネット上の金銭
取引、パスワードなどを、管理が甘いまま亡くなると家族に多大な負担が
かかるのだ。終活の盲点となっている、デジタル遺品整理法の決定版。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本書裏表紙より）

　責任、努力、向上心…そして決意、尊敬
　地方の新興クラブを率い、新たな舞台に導く―。知将が描き発信する
サッカー論と指導者論、成長の軌跡と地域への思い。
　松本山雅ＦＣの監督就任以来、発し続ける信濃毎日新聞への寄稿
待望の単行本化で全国へ発信！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本書帯より）


