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10月23日付で入った新着図書１1０冊の分類別

一覧です。

図書の背についている丸いピンク色のシールが

目印です。



【総記】 【地域資料（郷土資料）】
007.6 今すぐ使えるかんたんWindows 10完全ガイド H211.7 写真アルバム　小樽・後志の昭和

ブック困った解決&便利技 (リブロワークス) H289.1 風来記 2(保阪 正康)
H291.1 北海道 [2015]

【歴史】 H291.1 札幌・小樽・富良野・旭山動物園 [2015]
210.7 昭和史の10大事件 (半藤 一利) H489.5 しろくまミルク 
023.8 GHQ焚書図書開封 11(西尾 幹二) H493.1 北海道大学病院のおいしい健康ごはん 
290.9 地球の歩き方A02(イギリス） (北海道大学病院栄養管理部)
290.9 地球の歩き方リゾートR07 H596 さっぽろ味の老舗グラフィティー

（ハワイ バスの旅＆レンタサイクル）  (和田 由美)
291 秘島図鑑 (清水 浩史) HF いとど遙けし (蜂谷 涼)
291.9 九州 [2015] HF 厭世マニュアル (阿川 せんり)

【社会科学】
336 水リスク (久保 惠一)
366.2 日曜日のハローワーク (小田 豊二)
369.1 国民の福祉と介護の動向 2015/2016

(厚生労働統計協会)
369.4 障害のある人とそのきょうだいの物語 

(近藤 直子)
376.4 十代の選択 (プロジェクトi)

【自然科学】
402.8 トップ・サイエンティスト世界の24人

（医学・薬学）
498 国民衛生の動向 2015/2016 【参考図書】

(厚生労働統計協会) R317.7 警察白書 平成27年版(警察庁)
R367.2 女性白書 2015(日本婦人団体連合会)
R369.4 子ども白書 2015(日本子どもを守る会)
R373.1 文部科学白書 平成26年度(文部科学省)
R392.1 日本の防衛 平成27年版(防衛省)
R498.5 食育白書 平成27年版(内閣府)
R610.5 食料・農業・農村白書参考統計表 平成27年版

(農林水産省)
R689.2 観光白書 平成27年版(国土交通省観光庁)

【技術】
518.2 マンホール (石井 英俊)
528.1 100万人の給排水 (小川 正晃)
537.9 歴代国産名車のすべて

（家政学・生活科学）
590 暮らし上手の定番道具 
590.2 昭和の家事 (小泉 和子)
596 無理なく作れて、体にやさしいコウケンテツ

流ココナッツオイルレシピ (コウ ケンテツ)
596.3 使えるじゃがいもレシピ (小泉 功二)
596.8 暮らしのなかの食卓マナー (松本 繁美)
597 雑貨と家具をかっこよくリメイクする本

【産業】
602.1 日経業界地図 2016年版(日本経済新聞社)
645.2 世界の美しい馬 (リズ　ライト)
645.6 日本と世界の犬のカタログ 2016年版

(成美堂出版編集部)
659 けもの道の歩き方 (千松 信也)

【芸術】
721 戦争画とニッポン (椹木 野衣)
736 消しゴムはんこ2000図案 (江口 春畝)
B779.9 壇蜜日記 2(壇 蜜)

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

無人島で交通手段のない遠く離れた３１の秘島から、

今の日本が見える。本邦初の行けない島ガイド。 

 

清水 浩史・著《秘島図鑑》 

北海道在住の著者が贈る等身大青春エンタメ！ 

第６回野生時代フロンティア文学賞受賞作品。 

 

阿川 せんり・著《厭世マニュアル》 

狩猟ブームの先駆けを担った著者が狩猟採集生活の

中で練り上げた、現代漁師考。 

 

千松 信也・著《けもの道の歩き方》 

著者が日本全国をまわり撮影した4000枚を超える 

写真の中から、テーマ別にその土地固有の文化を 

垣間みる。 

 

石井 英俊・著《マンホール》 

見ているだけで癒される？！釧路市動物園の”人” 

みたいなしろくまミルクの写真集。 

 

《しろくまミルク》 

不登校の克服、そして早稲田大学へ。何度でもやり 

直せる「人とくらべない人生」 

 

プロジェクトi・著《十代の選択》 
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【文学】
910.2 鷗外と漱石のあいだで (黒川 創)
910.2 蘇る伊藤計劃 (伊藤 計劃)
910.2 平凡パンチ五木寛之 (五木 寛之)

（読物）
F 笑う少年 (樋口 有介)
F 亡国記 (北野 慶)
F その愛の程度 (小野寺 史宜)
F 骨風 (篠原 勝之)
F 武蔵 4(花村 萬月)
F アキとカズ (喜多 由浩)
F まれ 下(篠崎 絵里子)
F 十七八より (乗代 雄介)
F 岳飛伝 14(北方 謙三)
F きのうの影踏み (辻村 深月)
F ここはボツコニアン 5(宮部 みゆき)
F 確率捜査官御子柴岳人 [2](神永 学)
F 吉村昭昭和の戦争 3(吉村 昭)
F 天空の約束 (川端 裕人)
F 消滅 (恩田 陸)
BF 伊藤計劃トリビュート (早川書房編集部)
BF 桜ノ雨 (halyosy)
BF コンビニたそがれ堂 神無月のころ (村山 早紀)

（随筆）
914.6 97歳。いくつからでも人生は考え方で

変わります (吉沢 久子)
914.6 三谷幸喜のありふれた生活 13(三谷 幸喜)

（日記）
915.6 歌の旅びと 上(五木 寛之)
915.6 歌の旅びと 下(五木 寛之)

（ルポルタージュ）
916 週末プチ冒険はじめました (カワハラ ユキコ)

（外国文学）
B933.7 ウェイワード (ブレイク・クラウチ)
B933.7 ラスト・タウン (ブレイク・クラウチ)

日本SF界に大きな影響を与えた夭折の作家・伊藤計劃の

魅力に様々な角度から迫るファンブックの決定版。 

 

伊藤 計劃ほか・著《蘇る伊藤計劃》 

”ゲージツ”家として知られる著者が家族と己の 

生と死を、タフに見つめつづける全８作。 

第43回泉鏡花文学賞受賞作品。 

 

篠原 勝之・著《骨 風》 

巨大台風のため封鎖され世間から弧絶した空港内で 

緊迫の「テロリスト探し」が始まる。。 

 

恩田 陸・著《消滅 VANISHING POINT》 

いつもの週末を少し変えてみませんか？ 日頃の憂

さが晴れる体験をコミックエッセイでご紹介。 

 

           カワハラ ユキコ・著 

         《週末プチ冒険はじめました》 

人類最後の町の未来はいかに？「パインズ」三部作

ここに完結。二部「ウェイワード」も同時入荷。 

 

ブレイク・クラウチ・著《ラスト・タウン》 

失われた日本人の心の源流を求めて47都道府県を 

訪ね歩いて「歌の力」との出会いを綴った渾身の 

トークエッセイ集。 

 

五木 寛之・著《歌の旅びと》上・下 
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【社会科学】
361.4 めんどうな女(ひと)のトリセツ(トキオ　ナレッジ)
386.2 日本の祭り  季刊  平成二十七年秋号

【医学・薬学】
493.1 冷え性のあなたに読んでほしい本
495.4 いますぐはじめる子宮活(奥谷 まゆみ)
495.4 私の子宝相談 続(歳森 三千代)
495.4 妊娠力をアップする!子宝ストレッチ(山田 光敏)
495.6 30代までに絶対に知っておきたい卵子の話(金谷 美加)
498.3 塩浴生活をはじめよう!(松本 和子)

【技術】
589.2 おしゃれ方程式(青木 貴子)
589.2 大草直子のStyling Book １(大草 直子)
589.2 大草直子のStyling Book ２(大草 直子)
589.2 K.K closet　Spring-Summer(菊池 京子)
589.2 K.K closet　Autumn-Winter(菊池 京子)
589.2 365日のプチプラコーデ(のりこ)
589.2 望月律子のBASIC THEORY(望月 律子)
589.2 Yokoのプチプラ・コーデ術(Yoko)

（家政学・生活科学）
595 美肌と健康に効く!道具いらずのげんこつ美容法(楊 さちこ)
595.5 小林ひろ美のすべてがつまった美肌図鑑(小林 ひろ美)
596.0 あたりまえのぜひたく。(きくち 正太)

【芸術】
726 月刊モエ（ＭＯＥ）2015年10月号
726 月刊モエ（ＭＯＥ）2015年８月号
726 月刊モエ（ＭＯＥ）2015年９月号
726.1 女帝の手記：考謙・称徳天皇物語 1(里中  満智子)
726.1 女帝の手記：考謙・称徳天皇物語 2(里中  満智子)
726.1 女帝の手記：考謙・称徳天皇物語 3(里中  満智子)
726.1 女帝の手記：考謙・称徳天皇物語 4(里中  満智子)
726.1 ごはんのおとも(たな)

【文学】
911.5 ひらめきと、ときめきと。(秋　亜綺羅)

（読物）
F 小説土佐堀川(古川 智映子)
BF 給食のおにいさん　受験(遠藤 彩見)
BF 銀座のカラス　上巻(椎名 誠)
BF 銀座のカラス　下巻(椎名 誠)

（ルポルタージュ）
916 パリの国連で夢を食う。(川内 有緒)

【地域資料（郷土資料）】
H389 アイヌ文化財団のあらまし　平成27年度(アイヌ文化振興・研究推進機構)
H389.0 アイヌの人たちとともに

８～10月にたくさんの寄贈図書を頂きました。 

こちらも新着図書と併せてご利用下さい。 
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H527 住まいの提案、北海道。Vol.44 2015Ｓｐｒｉｎｇ(リバース)
H527 住まいの提案、北海道。Vol.45 2015Ａｕｔｕｍｎ(リバース)
H596 別ＨＯ  2015年9月号増刊

【ぜんぱん】 【えほん】
020 本のことがわかる本 2(稲葉 茂勝) E ジンベエザメのはこびかた (松橋 利光)

E ヘンテコシャンプー (みやにし たつや)
【れきし】 E ガスパールこいをする (アン・グットマン)
289 悠久の河 (村尾 靖子) E ジャッキーつきへいく (あだち なみ)

E おつきみおばけ (せな けいこ)
【しゃかい】 E まっかっかトマト (いわさ ゆうこ)
319 被爆者 続(会田 法行) E あーといってよあー (小野寺 悦子)
324 リサとなかまたち、民法に挑む (大村 敦志) E 壁 (トム・クロージー・コール)

E タケノコごはん (大島 渚)
【りか】 E トイ・ストーリー3つのおはなし (老田 勝)
473 かしこい単細胞粘菌 (中垣 俊之) E でんごんでーす (マック・バーネット)

E ふまんがあります (ヨシタケ シンスケ)
こうぎょう】
596 しずくちゃんおやつクッキング 

(ぎぼ りつこ)

【さんぎょう】
616 稲と日本人 (甲斐 信枝)
629 上野公園へ行こう (浦井 正明)

【げいじゅつ】
754 ダンボールで作るおもしろ自動販売機 

(大野 萌菜美)
759 昔の玩具大図鑑 (井上 重義)
783 岡崎慎司 (本郷 陽二)
789 お～いシーモア! (ウォルター・ウィック)

【おはなし】
（日本のおはなし）
911 俳句・季語入門 4(石田 郷子)
913 グッドジョブガールズ (草野 たき)
913 おしりたんてい むらさきふじんのあんごう

じけん (トロル)
913 絶望鬼ごっこ [2](針 とら)
913 さよなら、アルマ (水野 宗徳)
913 むらさき色の悪夢 (斉藤 洋)
913 フランダースの犬 (ルイズ・ド・ラ・ラメー)
913 魔女学校物語 (石崎 洋司)
913 イラストストーリー妖怪ウォッチ [3]

(レベルファイブ)

（海外のおはなし）
933 闇の炎 (クリス　ダレーシー)
933 アナと雪の女王 [3](エリカ・デイビッド)

【ほっかいどうの本】
H485 まちぼうけの生態学 (遠藤 知二)

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
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