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１２月３日付で入った新着図書１２９冊の分類別

一覧です。

図書の背についている丸い赤色のシールが

目印です。



【総記】 【産業】
007.3 鈴木さんにも分かるネットの未来 645.7 日本と世界の猫のカタログ  2016年版

 (川上 量生) (小島 正記)
007.6 Windows 10完全(コンプリート)大事典 659 猟師が教えるシカ・イノシシ利用大全 

 (阿久津 良和)  (田中 康弘)
007.6 今すぐ使えるかんたんOutlook 2016 686.2 廃線紀行(梯 久美子)

 (技術評論社編集部) B662.1 日本<汽水>紀行(畠山 重篤)
007.6 今すぐ使えるかんたんPowerPoint 2016

 (技術評論社編集部)
007.6 今すぐ使えるかんたんExcel 2016

 (技術評論社編集部)
024.1 本屋へ行こう!! 

【哲学】
145.2 悪夢障害(西多 昌規)

【歴史】
290.8 SATELLITE(佐藤 健寿)
290.9 地球の歩き方

(サンフランシスコとシリコンバレー）
290 本当に危険な立入禁止国家

  (歴史ミステリー研究会)
291.5 名古屋・瀬戸・三河
291.7 広島・宮島・尾道・倉敷 [2015]

【社会科学】 【芸術】
368.6 だまし犯罪百科(間川 清) 708.7 岡本太郎にであう旅(岡本 太郎)

713 はじめての木彫りどうぶつ手習い帖 
 (はしもと みお)

726.1 しずくちゃん  25(ぎぼ りつこ)
726.1 ひとりぐらしも何年め?(たかぎ なおこ)
B740.2 好奇心ガール、いま101歳  (笹本 恒子)
743 ナショナルジオグラフィックプロの撮り方

創造力を極める(ブライアン　ピーターソン)
748 給水塔  (比留間 幹)
784.3 POWDERSKI  2016

【言語】
810.9 国語に関する世論調査  平成26年度

【自然科学】
404 ニセ科学を見抜くセンス(左巻 健男)
481.7 先生、モモンガの風呂に入ってください!  

(小林 朋道)
481.7 先生、巨大コウモリが廊下を飛んでいます!  

(小林 朋道)
484.7 イカの不思議(桜井 泰憲)

【技術】
547.4 高校生が教える先生・保護者のためのLINE教室

  (旭LINE同盟)
548.2 今すぐ使えるかんたんWindowsタブレット 

 (オンサイト)
582.3 今すぐ使えるかんたんWord 2016 

 (技術評論社編集部)
589.2 気仙沼ニッティング物語(御手洗 瑞子)

（家政学・生活科学）
596.4 ハロウィンパーティレシピ(木村 幸子)
596.6 新聞紙の型で極厚ケーキ 
596 たこ焼き器でできる!超簡単びっくり

アイデアレシピ(片山 ちえ)

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

被害者にならない為の必読書!?だまし犯罪被害解決 

にあたる弁護士が明かす、人を簡単にだます 

テクニックとは！ 

 

 間川 清・著《だまし犯罪百科》 

世界にはあらゆる脅威がひそんでいる。。。 

世界各地にある危険な国々を、その理由を含め 

徹底的に探る！  

 

歴史ミステリー研究会・著 

《本当に危険な立入禁止国家》 

鉄道をこよなく愛する著者が５年をかけ踏破した 

全国の廃線跡から精選した５０路線の現在の姿を 

活写。 

 

 梯 久美子・著《廃線紀行》 

「化学っぽい装いをしている」が、とても科学とは 

呼べないニセ科学。世間に氾濫する「効果」「安全」 

「危険」の真実とは。 

 

左巻 健男・著《ニセ科学を見抜くセンス》 

震災の傷跡が残る現地に単身入り、下宿しながら起業

した編み物会社で「世界のKESENNUMA」を目指す著者

のてんやわんな日々を綴る。 

 

御手洗 瑞子・著《気仙沼ニッティング物語》 
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【文学】 【地域資料（郷土資料）】
（読物） H291.1 冬の北海道  [2015]

* F 世にも奇妙な君物語(朝井 リョウ) H596.7 北海道すてきな旅CAFE  道央・道南編
* F 地に巣くう(あさの あつこ) (北のcafe案内人)

F 杉下右京の多忙な休日(碇 卯人) H596 函館こだわりの美食GUIDE(でざいんるーむ)
F 陽気なギャングは三つ数えろ(伊坂 幸太郎) H783.1 レバンガ北海道公式ファンブック  2015-2016

* F ザ・ブラックカンパニー(江上 剛) HF オークブリッジ邸の笑わない貴婦人(太田 紫織)
* F 決戦!本能寺(伊東 潤) HF 櫻子さんの足下には死体が埋まっている  [1]
* F 大川契り(西條 奈加) (太田 紫織)

F 花鳥茶屋せせらぎ(志川 節子) HF 櫻子さんの足下には死体が埋まっている  [2]
F 世界中の青空をあつめて(中村 航) (太田 紫織)

* F 地の底の記憶(畠山 丑雄) HF 櫻子さんの足下には死体が埋まっている  [3]
F 惑星カロン(初野 晴) (太田 紫織)

* F 復讐屋成海慶介の事件簿(原田 ひ香) HF 櫻子さんの足下には死体が埋まっている  [4]
* F 人魚の眠る家(東野 圭吾) (太田 紫織)
* F 謎の毒親(姫野 カオルコ) HF 櫻子さんの足下には死体が埋まっている  [5]

F 呪文(星野 智幸) (太田 紫織)
* F ドール(山下 紘加) HF 櫻子さんの足下には死体が埋まっている  [6]

F ハイキュー!!後編(古舘 春一) (太田 紫織)
F 吉村昭昭和の戦争  4(吉村 昭) HF 櫻子さんの足下には死体が埋まっている  [7]
BF 相棒  season13上(輿水 泰弘) (太田 紫織)
BF 杉原千畝(大石 直紀) HF 櫻子さんの足下には死体が埋まっている  [8]
BF 心霊探偵八雲(神永 学) (太田 紫織)
BF 桜ノ雨  [2](halyosy) HF 幸せになりやがれ(雪舟 えま)
BF 石榴(ねこ)は見た古書肆京極堂内聞 HR818.1 岩内方言辞典(見野 久幸)

(三津留 ゆう)
【参考図書】
R501.6 エネルギー白書  2015年版(経済産業省)

（随筆）
914.6 言ってはいけないクソバイス(犬山 紙子)
914.6 他者という病(中村 うさぎ)
914.6 私の小谷温泉(深田 志げ子)

（日記）
915.6 おれたちを笑え!(椎名 誠)

* 915.6 ラオスにいったい何があるというんですか? 
 (村上 春樹)

（ルポルタージュ）
916 母さんがどんなに僕を嫌いでも(歌川 たいじ)

（外国文学）
933.7 スキン・コレクター 

 (ジェフリー　ディーヴァー)
933.7 神の水(パオロ　バチガルピ)

ボーン・コレクターを継ぐ殺人者、登場。 

車いすの天才捜査官リンカーン・ライムと新たな 

殺人鬼との手に汗握る頭脳戦が始まる！ 

 

ジェフリー・ディヴァー・著 

《スキン・コレクター》 

今年25周年を迎えたテレビドラマ「世にも奇妙な物語」 

の大ファンである著者が映像化を夢みて書き下ろした 

短編５編。 

 

朝井 リョウ・著《世にも奇妙な君物語》 

ウチの親って、絶対になんか変！と思っているあなた

に贈る毒親物語。 

 

姫野 カオルコ・著《謎の毒親》 

「決戦シリーズ」第三弾！豪華メンバーが三度終結し

戦国のいちばん長い夜 ― 本能寺の変を描く。 

 

葉室凛、冲方丁 他・著《決戦！本能寺》 

世の中に横行しているクソみたいなアドバイス 

「クソバイス」の数々を集め、問題点や対処法を 

犬山紙子がおもしろおかしく解説。 

 

犬山 紙子・著《言ってはいけないクソバイス》 

複雑な家庭で育った著者が、自身の母親との関係に 

向き合い苦しみながらも描いた手記。 

 

歌川 たいじ・著《母さんがどんなに僕を嫌いでも》 
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【ぜんぱん】 【えほん】
020 本のことがわかる本  3(稲葉 茂勝) E そらとぶでんしゃ(アン マサコ)

E ふたごのひつじポコとモコ(市原 淳)
【いきかた】 E おおかみくん(飯島 敏子)
147 超常現象・心霊写真(橘 伊津姫) E 絵本はなちゃんのみそ汁(安武 信吾)

E おかあさんのいのり(武鹿 悦子)
【れきし】 E チャーちゃん(保坂 和志)
289 世界でいちばん貧しい大統領からきみへ E カボチャのなかにたねいくつ? 

 (ホセ　ムヒカ)  (マーガレット　マクナマラ)
E 風来坊の子守歌(川端 誠)

【しゃかい】 E 飛行士と星の王子さま(ピーター　シス)
378 しゅわしゅわ村のだじゃれ大会(くせ さなえ) E おならをならしたい(鈴木 のりたけ)
383 にっぽんのおにぎり(白央 篤司) E つんつくせんせいとかさじぞう  

(たかどの ほうこ)
【りか】 E はなちゃんおふろ(中川 ひろたか)
481 ナイトサファリのサバイバル  2(ゴムドリco.) E わたしの「やめて」(自由と平和のための
498 食品添加物キャラクター図鑑(左巻 健男) 京大有志の会声明書<こども語訳>)

E そらいろ男爵(ジル　ボム)
【こうぎょう】 E おしりたんてい ププッおおどろぼう
517 ダム・浄水場・下水処理場で働く人たち あらわる!(トロル)

 (山下 久猛) E くうきにんげん(綾辻 行人)
556 はたらく船大図鑑  1(池田 良穂) E スワン(ローレル　スナイダー)
594 夢の名作ハンドメイド 1 E 木の葉つかいはどこいった?
596 名作の中のお菓子物語(今田 美奈子) (ピーナ　イラーチェ)

E もしもせかいがたべものでできていたら
【おはなし】 (カール　ワーナー)
911 続まど・みちお全詩集(まど みちお) E なんで?(トレーシー　コーデュロイ)

（日本のおはなし）
913 怪盗レッド  12(秋木 真)
913 ルルとララのミルキープリン

  (あんびる やすこ)
913 死神うどんカフェ1号店  6杯目(石川 宏千花)
913 おおかみこどもの雨と雪(細田 守)
913 絶叫学級  [14](いしかわ えみ)
913 トリシアは魔法のお医者さん!!  10(南房 秀久)
913 さくら×ドロップ  レシピ1(のまみ ちこ)
913 IQ探偵ムー 絵画泥棒の挑戦状(深沢 美潮)
913 まじょ子とハロウィンのまほう  (藤 真知子)
913 おばけがとりつくおんがくかい(むらい かよ)
913 アサギをよぶ声  [2](森川 成美)
914 おとなになるってどんなこと?(吉本 ばなな)

（海外のおはなし）
933 消えた王(ジェニファー　A.ニールセン)

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
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