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5月24日付で入った新着図書105冊の分類別

一覧です。

図書の背についている丸い黄色のシールが

目印です。



【歴史】 【文学】
290.9 地球の歩き方リゾートスタイル R04(カウアイ島) 910.2 漱石のことば (姜 尚中∥著)
290.9 地球の歩き方 D01 (中国)
290.9 地球の歩き方 D26 (バリ島) （読物）
290.9 地球の歩き方 D36 (南インド) F あさが来た 下(古川 智映子∥原案)
291.0 全国キャンプ場ガイド '16-'17東日本編 F たまらなくグッドバイ (大津 光央∥著)
291.0 全国キャンプ場ガイド '16-'17西日本編 F タマゴマジック (恩田 陸∥著)
291.3 東京 [2016]改訂3版 F 踊り子と将棋指し (坂上 琴∥著)
297.1 タスマニアを旅する60章 (宮本 忠∥著) F 美女二万両強奪のからくり (佐藤 雅美∥著)

F 信長の肖像 (志野 靖史∥著)
【社会科学】 F 殊能将之未発表短篇集 (殊能 将之∥著)
302.2 香港を知るための60章 (吉川 雅之∥編著) F 虹の巣 (野中 ともそ∥著)
302.3 アイスランド・グリーンランド・北極を F ワンダフル・ワールド (村山 由佳∥著)

知るための65章(小澤 実∥編著) BF 真夜中のパン屋さん [5](大沼 紀子∥[著])
302.4 ナミビアを知るための53章 (水野 一晴∥編著) BF ようするに、怪異ではない。 [3]
304 今がわかる時代がわかる学習地図 2016→2017 (皆藤 黒助∥[著])

(成美堂出版編集部∥編集) BF 東京帝大叡古教授 (門井 慶喜∥著)
367.3 子の無い人生 (酒井 順子∥著) BF 愚者の連鎖 (堂場 瞬一∥著)
367.7 つるとはな 第3号人生の先輩に聞く
367.7 老人の壁 (養老 孟司∥著) （随筆）
386.8 世界無形文化遺産データ・ブック 2016年版 914.6 男の粋な生き方 (石原 慎太郎∥著)

(古田 陽久∥著) 914.6 台湾生まれ日本語育ち (温 又柔∥著)

【自然科学】 （日記）
407 ちっちゃな科学 好奇心がおおきくなる読書& 915.6 あやしい探検隊台湾ニワトリ島乱入 

教育論(かこ さとし∥著) (椎名 誠∥著)
451.8 地球を「売り物」にする人たち

(マッケンジー　ファンク∥著) (外国文学）
933.7 ジャック・リッチーのびっくりパレード 

(ジャック　リッチー∥著)
933.7 ジャック・リッチーのあの手この手

(ジャック　リッチー∥著)
993.6 水の継承者ノリア (エンミ　イタランタ∥著)
B933.7 僕の名はアラム 

(ウィリアム　サローヤン∥[著])
B933.7 十月の旅人 (レイ　ブラッドベリ∥著)
B933.7 結婚式のメンバー 

(カーソン　マッカラーズ∥[著])

【技術】 【地域資料(郷土資料）】
517 水の未来(沖 大幹∥著) H291.1 どこいこ★北海道子どもといっしょ!
589 長く使いたい暮らしの道具。 あそび場ガイド (どさんこグーニーズ∥著)

H291.1 るるぶ北海道新幹線で行こう! 
（家政学・生活科学） H317.7 日本で一番悪い奴ら 北海道警察(織川 隆∥著)
596 続々 体脂肪計タニタの社員食堂 (タニタ∥著) H404 中谷宇吉郎 雪を作る話(中谷 宇吉郎∥著)

H783.7 北海道日本ハムファイターズオフィシャル
596.6 暮らし上手のパンとスープ 一緒に楽しめば、 ガイドブック 2016

幸せ倍増。 HF 札幌アンダーソング [3](小路 幸也∥著)
HF 自我の構図 (三浦 綾子∥著)

【芸術】
709 世界遺産ガイド 自然遺産編2016改訂版 【参考図書】

(古田 陽久∥著) R059 世界年鑑 2016(共同通信社∥編著)
709 世界遺産ガイド 文化遺産編2016改訂版 R329.0 国際条約集 2016年版(岩沢 雄司∥編集代表)

(古田 陽久∥著)
709 世界遺産ガイド 複合遺産編2016改訂版

(古田 陽久∥著)
726.1 しずくちゃん 26(ぎぼ りつこ∥作　絵)
727.8 タイポさんぽ改
754.9 水に強い折り紙

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

地球温暖化「後」の世界を見据えた「えげつない 

ビジネス」の実態を暴く。 

 

  マッケンジー・ファンク著 

 《地球を「売り物」にする人たち》 

- 2 -



【ぜんぱん】 【えほん】
031 なぞなぞ学(稲葉 茂勝∥著) E 正坊とクロ (新美 南吉∥さく)

E ひみつのいもうと
【れきし】  (アストリッド　リンドグレーン∥文)
297 南極のスコット大佐とシャクルトン(佐々木 マキ∥作)E しろいやさしいぞうのはなし 

(かこ さとし∥作　絵)
E しんかんせんでゴーッ 

【しゃかい】 (視覚デザイン研究所∥さく)
369 それでも、海へ(安田 菜津紀∥写真　文) E きみはしっている (五味 太郎∥作)

E ちいさなきしゃ (五味 太郎∥作)
【りか】 E コんガらガっちぬきあしさしあしすすめ!の本 
491 寿命はなぜ決まっているのか(小林 武彦∥著) (ユーフラテス∥さく)
493 アレルギーってなんだろう? (清水 直樹∥監修) E みどくんとあかくん (サトシン∥さく)
493 てあしくちびょうやようれんきんって E たんぼレストラン (はやし ますみ∥作　絵)

どんなびょうき? (清水 直樹∥監修) E ぎょうれつのできるレストラン 
499 漢方薬キャラクター図鑑 自分にぴったりの (ふくざわ ゆみこ∥さく)

薬が見つかる!(新見 正則∥監修) E ろってちゃん (ディック　ブルーナ∥ぶん え)
E すぽーつのほん (ディック　ブルーナ∥ぶん え)

【こうぎょう】 E ペネロペとハローキティ りんごケーキをつくる 
536 自転車ものがたり (高頭 祥八∥文　絵) (アン　グットマン∥原作)
556 深く、深く掘りすすめ!<ちきゅう>(山本 省三∥著) E しんかんせんでいこう(間瀬 なおかた∥作　絵)
596 にっこり!キュートなおべんとう (Goma∥作) E いいわけサウルス (おおなり 修司∥文)
596 わくわく!へんしんフード (Goma∥作) E 干したから… (森枝 卓士∥写真　文)

【げいじゅつ】 【ほっかいどうの本】
786 これでできる!スケートボードABC H289 荻野吟子 日本で初めての女性医師

(加藤 純子∥文)
【おはなし】
（日本のおはなし） 【しらべる本】
913 水はみどろの宮 (石牟礼 道子∥作) R059 朝日ジュニア学習年鑑 2016
913 魔女学校物語 [2](石崎 洋司∥作)
913 アーロと少年 
913 怪盗探偵山猫 [2](神永 学∥作)
913 野うさぎパティシエのひみつ (小手鞠 るい∥作)
913 きつね音楽教室のゆうれい (小手鞠 るい∥作)
913 orange 3(高野 苺∥原作　イラスト)
913 おしりたんてい やみよにきえるきょじん 

(トロル∥さく　え)
913 魔法医トリシアの冒険カルテ 1(南房 秀久∥著)
913 絶望鬼ごっこ [4](針 とら∥作)
913 IQ探偵ムー ピー太は何も話さない 

(深沢 美潮∥作)
913 イラストストーリー妖怪ウォッチ

(レベルファイブ∥原作　監修)
913 ひみつのきもちぎんこう(ふじもと みさと∥作)
913 キミと、いつか。(宮下 恵茉∥作)

（海外のおはなし）
933 アナと雪の女王 [5](エリカ　デイビッド∥文)

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
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