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9月１5日付で入った新着図書１11冊の分類別

一覧です。

図書の背についている丸いオレンジ色のシールが

目印です。



【総記】 【文学】
049 おかんメール 4(『おかんメール』制作委員会) （読物）

* F 薮医ふらここ堂(朝井　まかて)
【歴史】 * F 卜伝飄々(風野　真知雄)
204 絶対に見られない世界の秘宝99 F トンネルの森１９４５(角野　栄子)

(ダニエル・スミス) F 潮の音、空の青、海の詩(熊谷　達也)
210.7 写真太平洋戦争　４(「丸」編集部) * F 与楽の飯(沢田　瞳子)
290.9 地球の歩き方リゾート R17 * F 似非遍路(沢田　ふじ子)

(カンクン－リビエラ・マヤ　コスメル－) F ＳＯＹ！大いなる豆の物語(瀬川　深)
290.9 地球の歩き方 A19 F おいしいものと恋のはなし(田辺　聖子)

(オランダ・ベルギー・ルクセンブルク) * F 総理にされた男(中山　七里)
290.9 地球の歩き方 C11(オーストラリア) * F 鬼神の如く(葉室　麟)
290.9 地球の歩き方 D02(上海 杭州蘇州) F 晴れたらいいね(藤岡　陽子)
291.0 青春18きっぷパーフェクトガイド F 武士道ジェネレーション(誉田　哲也)

2015-2016(谷崎　竜) F １４歳の水平線(椰月　美智子)
291.9 沖縄　〔2015〕改訂２版 * F 食堂のおばちゃん(山口　恵以子)

BF イーハトーブ探偵(鏑木　蓮)
【社会科学】 BF 内地へよろしく(久生　十蘭)
304 こうして、世界は終わる(ナオミ・オレスケス)
345 私たちの税金　平成27年度版(大蔵財務協会) （随筆）
366.2 資格取り方選び方全ガイド 2017年版 914.6 時をかけるヤッコさん(高橋　靖子)

(高橋書店編集部)
367.7 つるとはな　創刊号 （外国文学）
367.7 つるとはな　第２号 933.7 出口のない農場(サイモン・ベケット)
369 片腕１本でできる！腰に負担のかからない

介護技術(根津　良幸)

【自然科学】
480.7 もしもあの動物と暮らしたら!?(小菅　正夫)

（医学・薬学）
491.3 ボケる、ボケないは「腸」と「水」で決まる

(藤田　紘一郎)
495.4 子宮頚がんワクチン、副反応と闘う少女と

その母たち(黒川　祥子)
498.5 子どもに飲ませたくない清涼飲料(天笠　啓祐)

【技術】
534.3 鋼の水(林　伸一)

【産業】
625.2 わたしの畑の小さな世界(木村　秋則)
648.2 豚肉の歴史(キャサリン・Ｍ．ロジャーズ) 【地域資料（郷土資料）】

H211 戦後70年北海道と戦争　上(北海道新聞社)
【芸術】 H289.1 幕末の探検家松浦武四郎と一畳敷
706.9 美術館で働くということ(オノ　ユウリ) H291.1 函館本線へなちょこ旅(舘浦　あざらし)
723.1 女性画家たちの戦争(吉良　智子) H383.8 知っておきたい北海道食（メシ）のキホン
726.1 きょうの猫村さん　８(ほし　よりこ) (万谷　利久子)
783.7 高校野球100年(週刊朝日編集部) H476.0 北海道のシダ入門図鑑(梅沢　俊)

H783.7 北海道日本ハムファイターズあるある ２
(熊崎　敬)

H911.5 岩田宏詩集　続(岩田　宏)
HF 息ができない(吉村　竜一)

【参考図書】
R451.9 気象年鑑 2015年版(気象業務支援センター)
R502.1 科学技術白書　平成27年版(文部科学省)
R543.0 電力需給の概要　平成24年度

（経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業）
R681.3 交通安全白書　平成27７年版(内閣府)

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

不随意運動、運動障害、失神、記憶障害…。 

子宮頸がんワクチンの副反応の深刻な実態と、 

被害者とその家族の壮絶な日常に迫る。 

 

黒川 祥子  

《子宮頸がんワクチン、 

副反応とと闘う少女とその母たち》 

北海道の郷土食「いももち」他、さまざまな 

北海道食の作り方や由来などを紹介。 

 

《知っておきたい北海道食（ﾒｼ）のキホン》 
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【ぜんぱん】 【えほん】
020 本のことがわかる本　１(稲葉　茂勝) E Ｚｅｒｏ(キャサリン・オートシ)

E Ｏｎｅ(キャサリン・オートシ)
E ここがすき(きたやま　ようこ)

【いきかた】むのたけじ100歳のジャーナリストからきみへ * E くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ
　平和(むの　たけじ) (ガブリエル・バンサン)

E 恐竜トリケラトプスとテリジノサウルス
【れきし】 (黒川　みつひろ)
210 子どもたちへ、今こそ伝える戦争(長　新太) E ジス・イズ・ヴェニス(ミロスラフ・サセック)
289 アンネのバラ(国森　康弘) E 水のぼうけん(マルコム・ローズ)

E たとえば、せかいがゴロゴロだったら
【しゃかい】 (高畠　那生)
370 ありがとう。バディ(吉田　太郎) E ざしきぼっこ(武田　美穂)
388 恐怖のオオカミ男(ロバート・カラン) E ショコラちゃんのおでかけドライブ

(中川　ひろたか)
【りか】 E ショコラちゃんはおいしゃさん
481 地中世界のサバイバル　１ (中川　ひろたか)

(スウィートファクトリー) E みんなからみえないブライアン
【こうぎょう】 (トルーディ・ラドウィッグ)
507 発明対決　６(ゴムドリｃｏ．) E おばけイカにきをつけろ　おとうとうさぎ！
538 なおこ、宇宙飛行士になる(山崎　直子) (ヨンナ・ビョルンシェーナ)

E クエスト(アーロン・ベッカー)
【さんぎょう】 E トリック・ホラー・ナイト
616 まるごとじゃがいも(八田　尚子) (マシュー・ラビリンス)

E はしれ！きかんしゃまめでん(間瀬　なおかた)
【げいじゅつ】 E おばあさんのしんぶん(松本　春野)
769 夢へ翔けて(ミケーラ・デプリンス) * E ほしをひろった？ムーミントロール
778 オードリー・ヘプバーン(清藤　秀人) (トーベ・ヤンソン)
798 冒険！発見！大迷路巨大昆虫の島(原　裕朗) E まんまるパン(かたやま　ふえ)

【おはなし】 【ほっかいどうの本】
（日本のおはなし） H366 生きる(森越　智子)
913 ジャレットのきらきら魔法(あんびる　やすこ) H488 タンチョウのきずな(久保　敬親)
913 死神うどんカフェ１号店　５杯目(石川　宏千花)
913 時をかける少女(筒井　康隆)
913 バケモノの子(細田　守)
913 インサイド・ヘッド
913 風のヒルクライム(加部　鈴子)
913 まほとおかしな魔法の呪文(草野　たき)
913 ぞくぞく村のランプの精ジンジン(末吉　暁子)
913 ぼくらの魔女戦記　１(宗田　理)
913 ｏｒａｎｇｅ　１(高野　苺)

* 913 天と地の方程式　１(富安　陽子)
* 913 べんり屋、寺岡の秋。(中山　聖子)

913 かいけつゾロリのようかい大うんどうかい
(原　ゆたか)

913 バケモノの子(細田　守)
913 映画クレヨンしんちゃんガチンコ！

逆襲のロボとーちゃん(臼井　儀人)
913 「悩み部」の栄光と、その慢心。(麻希　一樹)

913 とびばこバーン(升井　純子)
913 ねこの風つくり工場(みずの　よしえ)
913 ただいまおばけとりょこうちゅう！

(むらい　かよ)

（海外のおはなし）
933 インサイド・ヘッド(スーザン・フランシス)
933 ワンダー(Ｒ．Ｊ．パラシオ)

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
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