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１２月１８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赤色のシールが

目印です。



【総記】 【文学】
019.5 小学生の考える力を伸ばす「国算社理」の （読物）

1000冊 (白井 文子) * F 透き通った風が吹いて (あさの あつこ)
* F 植物たち (朝倉 かすみ)

【歴史】 * F 砂浜に坐り込んだ船 (池澤 夏樹)
289.1 広岡浅子 * F 天下人の茶 (伊東 潤)
290.8 世界の雪景色 (海野 弘) * F 魔女の封印 (大沢 在昌)

* F ロスト (呉 勝浩)
【自然科学】 * F GOSICK (桜庭 一樹)
489.5 オオカミたちの隠された生活 * F 光のない海 (白石 一文)

 (ジム　ダッチャー) * F ブルーアウト (鈴木 光司)
* F 天平の女帝 孝謙称徳 (玉岡 かおる)

【技術】 * F モナドの領域 (筒井 康隆)
507.9 凄い!ジオラマ (情景師アラーキー) * F ヘブンメイカー (恒川 光太郎)
527 中村好文普通の住宅、普通の別荘 (中村 好文) * F 私は存在が空気 (中田 永一)

* F タスキメシ (額賀 澪)
（家政学・生活科学） * F ロマンシエ (原田 マハ)
590 楽しい山里暮らし実践術 (大内 正伸) * F ユートピア (湊 かなえ)
596.3 料理人のためのジビエガイド (神谷 英生) * F 早春賦 (山口 恵以子)
596.3 作る人のためのベジタリアン・パーフェクト

・ブック (庄司 いずみ) 【地域資料（郷土資料）】
H291 日本で最も美しい村 2(ハースト婦人画報社)

【産業】
651.7 森ではたらく! (古川 大輔) 【参考図書】

R210.5 江戸時代265年ニュース事典 (山本 博文)
【芸術】 R811.2 同訓異字 (白川 静)
702.1 草間彌生 (建畠 晢)
709 世界遺産データ・ブック 2016年版(古田 陽久)
717 海底美術館

 (ジェイソン　デカイレス　テイラー)
726.1 もう10年もすれば… (中国引揚げ漫画家の会)

748 恒子の昭和 (笹本 恒子)
750 円空さんと遊ぼう (菊地 清)
751 電動轆轤マスターブック (横浜いずみ陶芸学院)
783.7 日本プロ野球ユニフォーム大図鑑 上(綱島 理友)
783.7 日本プロ野球ユニフォーム大図鑑 中(綱島 理友)
783.7 日本プロ野球ユニフォーム大図鑑 下(綱島 理友)

【言語】
821.2 漢字なりたち図鑑 (円満字 二郎)

【一般書】
289.2 チンギス･ハーンとその子孫（岡田 英弘）
BF 竹屋ノ渡（佐伯泰英）
BF 旅立ノ朝（佐伯泰英）
973 スーパー・ノート（カスパー捜査官）
H596 別HO 気になるお店2015｢最終版］

【児童書】
798 遊戯王 ザ・ヴァリュアブル・ブック18
H316 平成27年度第35回全国中学生人権作文

コンテスト札幌地方大会入賞作品集

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

限りなく多彩でクリエイティブな森の仕事に従事する

２７人の目を通して見た「森」の姿。 

 

古川大輔・著《森ではたらく！》 

ちばてつや、赤塚不二夫などの漫画家たちが自らの 

引揚げ体験を挿絵とともに綴る。 

 

中国引揚げ漫画家の会・著 

《もう１０年もすれば…》 

駅伝Ｘ料理男子。駅伝を通して描かれる青年たちの 

挫折、友情、兄弟愛。読後は爽快感と希望に溢れる 

熱血スポーツ小説。 

額賀澪・著《タスキメシ》 

日本初の女性報道写真家・笹本恒子の７０余年に

わたるキャリアの集大成となる写真集。 

 

笹本恒子・著《恒子の昭和》 

ＮＨＫの連続小説で注目の"女傑"広岡浅子の生涯と 

彼女を支えた人たち、時代背景を解説。 

 

 《広岡浅子 激動の時代を駆け抜けた 

     「女傑の生涯」 幕末から明治・大正へ》 

寄 贈 図 書 
12月～1月に６冊の寄贈を頂きました。 

こちらも新着図書と併せてご利用ください。 
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【しゃかい】 【おはなし】
369 こどもあんぜん図鑑 (講談社) （日本のおはなし）

913 男子☆弁当部 [1](イノウエ ミホコ)
【りか】 913 男子☆弁当部 [2](イノウエ ミホコ)
457 恐竜世界のサバイバル 1(洪 在徹) 913 男子☆弁当部 [3](イノウエ ミホコ)
457 恐竜世界のサバイバル 2(洪 在徹) 913 男子☆弁当部 [4](イノウエ ミホコ)
480 生きものつかまえたらどうする? (秋山 幸也) 913 男子☆弁当部 [5](イノウエ ミホコ)
484 超とうめいなガラスイカとおもしろイカの * 913 モンスター・ホテルでごしょうたい 

なかまたち (ケイシー　ランド) (柏葉 幸子)
485 超ふしぎなダイオウグソクムシと 913 妖怪スタジアム (梶尾 真治)

びっくりエビたち (ハイディ　ムーア) 913 かめくんのこと (北野 勇作)
487 超でっかいウツボとへんてこウナギたち * 913 火の降る夜に桜舞う (斉藤 洋)

 (ケイシー　ランド) * 913 いえのおばけずかん (斉藤 洋)
487 超長ーいカグラザメとおかしなサメの 913 ドラゴン株式会社 (新城 カズマ)

なかまたち (レイチェル　リネット) * 913 ペルペルの魔法 (たかどの ほうこ)
487 超ぱっくり口のアンコウとおっかな顔の * 913 めいちゃんの500円玉 (なかがわ ちひろ)

魚たち (レイチェル　リネット) 913 トキメキ♥図書館 PART1(服部 千春)
491 人体のサバイバル 1(ゴムドリco.) 913 トキメキ♥図書館 PART2(服部 千春)
491 人体のサバイバル 2(ゴムドリco.) 913 トキメキ♥図書館 PART3(服部 千春)
491 人体のサバイバル 3(ゴムドリco.) 913 トキメキ♥図書館 PART4(服部 千春)

913 トキメキ♥図書館 PART5(服部 千春)
【こうぎょう】 913 トキメキ♥図書館 PART6(服部 千春)
502 めざせ!世界にはばたく若き職人 1 913 トキメキ♥図書館 PART7(服部 千春)

(こどもくらぶ) 913 トキメキ♥図書館 PART8(服部 千春)
502 めざせ!世界にはばたく若き職人 2 913 トキメキ♥図書館 PART9(服部 千春)

(こどもくらぶ) 913 小惑星2162DSの謎 (林 譲治)
502 めざせ!世界にはばたく若き職人 3 * 913 ロックなハート (ひこ　田中)

(こどもくらぶ) 913 衛星軌道2万マイル (藤崎 慎吾)
502 めざせ!世界にはばたく若き職人 4 913 洞窟で待っていた (松崎 有理)

(こどもくらぶ) 913 夏葉と宇宙へ三週間 (山本 弘)
515 橋の大解剖 (五十畑 弘)
536 のりもの日本一周! (小賀野 実) （海外のおはなし）
590 一人前になるための家事の図鑑 933 ザ・ワースト中学生 [1]

(家事の図鑑の会) (ジェームズ　パターソン)
* 596 のはらキッチンへぜひどうぞ (まはら 三桃) 933 ザ・ワースト中学生 [2]

(ジェームズ　パターソン)
【さんぎょう】 933 ザ・ワースト中学生 [3]
645 ウマ大図鑑 (日本ウマ科学会) (ジェームズ　パターソン)

* 673 菜乃のポケット (村上 しいこ) * 933 ぼくたちの相棒 (ケイト　バンクス)
* 933 宇宙の法則 (ルーシー　ホーキング)

【げいじゅつ】 949 たのしいムーミン一家 (トーベ　ヤンソン)
786 海のサバイバル (洪 在徹)
786 洞窟のサバイバル (洪 在徹) 【えほん】

* E ゆきだるまうさぎ (田中 てるみ)
* E いちばんのなかよしさん (エリック　カール)
* E 子どもばやしのお正月 (さげさか のりこ)
* E もう、ねるんだってば! (ジョリ　ジョン)

E 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ 
(ホセ　ムヒカ)

* E いろとりどり (マーカス  フィスター)
E せんそうごっこ (谷川 俊太郎)

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）

- 3 -


