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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

００７ヨ フツーの女子社員が２９歳で執行役員になるまで（仮） 横山　祐果 ７８４ネ 彼らがいなくなる前に ジミー・ネルソン ７７コ 大研究能と狂言の図鑑 国土社編集部

１０２フ 現代思想史入門 船木　亨 ７８６タ 再発！それでもわたしは山に登る 田部井　淳子 ７７コ 大研究歌舞伎と文楽の図鑑 国土社編集部

１２４ヒ ハーバードの人生が変わる東洋哲学 マイケル・ピュエット ７９１ア 充実茶掛の禅語辞典 有馬　賴底 ９３ハ ぼくたちの相棒 ケイト・バンクス　ほか

１５９ヒ 歳をとるのは面白い ＰＨＰ編集部 ８０９カ 論理的な考え方伝え方 狩野　光伸 ９４オ ハンナの夢さがし ベッティーナ・オプレヒト

２０９オ お金の流れでわかる世界の歴史 大村　大次郎 ８１０カ 昭和のことば 鴨下　信一 Ｅオ けいとだま 大槻　あかね

２１０コ 応仁の乱 呉座　勇一 ８１５カ 敬語だけじゃない敬語表現 蒲谷　宏 Ｅサ おべんとう さとう　めぐみ

２１０ノ 花の忠臣蔵 野口　武彦 ９１１キ 石川啄木 ドナルド・キーン Ｅサ はじめてのオーケストラ 佐渡　裕

２８９ハ ファミリア創業者坂野惇子 中野　明 ９１４ウ 漂うままに島に着き 内澤　旬子 Eタ せかいのはてのむこうがわ たなか　やすひろ

３０２ア 広島はすごい 安西　巧 ９１４ク 世界をこの目で 黒木　亮 Eワ かがみのサーカス わたなべ　ちなつ

３０２ナ トルコ中東情勢のカギをにぎる国 内藤　正典 ９１４ミ 山猫珈琲　上巻 湊　かなえ

３０４ウ 「意地悪」化する日本 内田　樹　ほか ９１４ワ 父母の記 渡辺　京二 【郷土資料】

３１２ナ つながり、変える私たちの立憲政治 中野　晃一 ９１６オ ペコロスのいつか母ちゃんにありがとう 岡野　雄一 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３１９フ 草食系のための対米自立論 古谷　経衡 ９３３ク 摩天楼のクローズドサークル エラリー・クイーン Ｎ５２７カ 住み継ぐ家の物語　２ 川上　恵一

３３５イ ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学 入山　章栄 ９３３ハ 優しい鬼 レアード・ハント

３６４ク 「介護保険は詐欺だ！」と告発した公務員 日下部　雅喜 ９３３マ 未成年 イアン・マキューアン 【文庫】

３６７ア ルポ老人地獄 朝日新聞経済部 ９４３ハ 片手の郵便配達人 グードルン・パウゼヴァング ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３６９ア 高次脳機能障害を生きる 阿部　順子　ほか ９８９イ カレル・チャペック 飯島　周 ９３３コ 邪悪　上・下 パトリシア・コーンウェル

３７７ニ 最後の秘境東京藝大 二宮　敦人 Ｆア 天子蒙塵　第１巻 浅田　次郎 Ｆア 吾輩も猫である 赤川　次郎　他

３７８タ ダウン症児を育てるってこんなこと たちばな　かおる Ｆア 励み場 青山　文平 Ｆア 国境の南　新装版 赤川　次郎

３７９ツ 人間は９タイプ 坪田　信貴 Ｆア 鼠、嘘つきは役人の始まり 赤川　次郎 Ｆア 眠れなくなる夢十夜 阿刀田　高　他

３８４カ 糧は野に在り かくま　つとむ Ｆア 泥棒たちのレッドカーペット 赤川　次郎 Ｆオ 路地裏のほたる食堂 大沼　紀子

３８４ヤ 絵解き「江戸名所百人美女」江戸美人の粋な暮らし 山田　順子 Ｆア 三毛猫ホームズの証言台 赤川　次郎 Ｆコ この世界の片隅に こうの　史代

４４８ル 地図の物語 アン・ルーニー Ｆオ 本バスめぐりん。 大崎　梢

４６９シ ヒトとイヌがネアンデルタール人を絶滅させた パット・シップマン Ｆカ 新カラマーゾフの兄弟  上・下 亀山　郁夫

４８０ネ 青い生きもの図鑑 ネイチャー＆サイエンス Ｆク 老乱 久坂部　羊

４８２イ 野生動物カメラマン 岩合　光昭 Ｆク 国家とハイエナ 黒木　亮 ★『植物は〈知性〉をもっている』 
４９０シ いのちを“つくって”もいいですか？ 島薗  進 Ｆコ サーベル警視庁 今野　敏 　　　　　　　　ステファノ・マンクーゾ　他　｜著　　ＮＨＫ出版（４７１マ）

４９１フ 笑う免疫学 藤田　紘一郎 Ｆシ 脇坂副署長の長い一日 真保　裕一

４９４オ 大場先生、がん治療の本当の話を教えてください 大場　大 Ｆシ 小説の家 柴崎　友香　他

５２７マ 外断熱を超える！！百年健康住宅 松本　祐 Ｆシ さまよえる古道具屋の物語 柴田　よしき

５３７オ なぜトヨタは税金を払っていなかったのか？ 大村　大次郎 Ｆタ 土の記　上 高村　薫

５７６マ オリーブオイルで老いない体をつくる 松生　恒夫 Ｆナ ヒポクラテスの憂鬱 中山　七里

６１１ニ 小さい農業で稼ぐコツ 西田　栄喜 Ｆニ 　ｉ 西　加奈子

６５４タ シカ問題を考える 高槻　成紀 Ｆニ 公方様のお通り抜け 西山　ガラシャ ★『百人一首人物大事典』 
６８５サ 国道者 佐藤　健太郎 Ｆハ お春 橋本　治 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラフィオ｜編　金の星社（９１ク）

６８６コ 大日本帝国の海外鉄道 小牟田　哲彦 Ｆヒ 幻庵　上 百田　尚樹

７０２ス 正倉院宝物 杉本　一樹 Ｆミ 星宿る虫 嶺里  俊介

７０６タ 美術館の舞台裏 高橋　明也 Ｆヤ しんせかい 山下　澄人

７２６ハ パシュラル先生の四季 はらだ　たけひで Ｆヤ 怪奇探偵リジー＆クリスタル 山本　弘

７８３カ 頭のいいゴルファーの習慣 金谷　多一郎 Ｆヨ 関羽を斬った男 吉永　永青

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

百花繚乱、百人の歌人たち！
百人一首の歌人に興味をもったことはありますか？百首の歌に
は、百人の歌人の切ない恋心や、人生のよろこびや無念さ、嫉妬
や驕りがいっぱいこめられています。歌人たちの奥ぶかい人生史
を読みときながら、華やかで壮大な和歌の世界にとびこみましょう。
（表紙見返しより）

「植物に知性はあるのか？」
この問いをめぐって、はるか昔から論争がくり広げられてきた。動け
ないからこそ、植物は植物独自の‶社会‶を築き、ここまで地球上に
繁栄してきた。その知略に富んだ生き方を、植物学の、世界的第
一人者が長年にわたり科学的に分析し、はじめて明らかにした刺
激的な一冊。（表紙見返しより）


