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1月8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水色のシールが

目印です。



【総記】 【文学】
007.6 パソコンで困ったときに開く本　2016 910.2 時代小説で旅する東海道五十三次　
024.8 古本屋ツアー・イン・ジャパン　それから 江戸・日本橋～浜松編(岡村 直樹)

(小山 力也) 910.2 時代小説で旅する東海道五十三次　
舞坂～京・三条大橋編(岡村 直樹)

【歴史】 913.4 謹訳平家物語　2(林 望)
210.7 昭和史のかたち(保阪 正康)
290.9 地球の歩き方　A24(ギリシャとエーゲ海の島々) （読物）
290.9 地球の歩き方　B02(アメリカ西海岸) F だれもが知ってる小さな国(有川 浩)
290.9 地球の歩き方　C12(ゴールドコースト＆ケアンズ)F 花燃ゆ　4(小松 江里子)
291.2 東北　[2015]改訂2版 * F 薄情　(絲山 秋子)

F レールの向こう(大城 立裕)
【社会科学】 * F 決戦!三國志(木下 昌輝)
302.3 セルビアを知るための60章(柴 宜弘) F ボス・イズ・バック(笹本 稜平)
304 文藝春秋オピニオン2016年の論点100 F 真田幸村(末國 善己)
371.4 わたしのココロはわたしのもの(プルスアルハ) F 真犯人(翔田 寛)

* F 言い訳だらけの人生(平 安寿子)
【自然科学】 * F 蛮政の秋(堂場 瞬一)
430 亜澄錬太郎の事件簿　1(齋藤 勝裕) F 暗号のポラリス(中山 智幸)
430 亜澄錬太郎の事件簿　2(齋藤 勝裕) F 二階の王(名梁 和泉)

F D菩薩峠漫研夏合宿(藤野 千夜)
（医学・薬学） * F 江ノ島西浦写真館(三上 延)
498 図説国民衛生の動向　2015/2016 F 頂上至極(村木 嵐)

(厚生労働統計協会) * F 優しい言葉(群 ようこ)
B498.3 水も過ぎれば毒になる(東嶋 和子) F 吉村昭昭和の戦争　5(吉村 昭)

BF 相棒　season13中(輿水 泰弘)
【技術】
559 図説世界史を変えた50の武器(ジョエル　レヴィ) （随筆）

914.6 「芸」と「能」(清水 ミチコ)
（家政学・生活科学）
590.4 「何もない部屋」で暮らしたい　 （ルポルタージュ）

(ミニマルライフ研究会) 916 お母さん二人いてもいいかな!?(中村 キヨ)
592.7 暮らし上手のDIY

（外国文学）
【産業】 949.7 特捜部Q　[6](ユッシ　エーズラ　オールスン)
640 最新農業技術畜産　vol.8(農山漁村文化協会)
686.2 わが国鉄時代　vol.15 【地域資料（郷土資料）】

H159 好奇心を“天職”に変える空想教室(植松 努)
【芸術】 H289.1 運は創るもの(似鳥 昭雄)
726.1 毎日かあさん　12(西原 理恵子) HF 風の色(クァク ジェヨン)
726.6 もしも悩みがなかったら(水野 敬也)
748 地球の真実(ナショナルジオグラフィック) 【参考図書】
772.1 娘になった妻、のぶ代へ(砂川 啓介) R031 現代用語の基礎知識　2016(自由国民社)

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

佐藤さとるが生み出し、300万人に愛されたあのコロ

ボックルのお話を人気作家・有川浩が書き継ぐ。 

 

有川浩・著《だれもが知ってる小さな国》 

静かな人気のミニマルライフを実践する約10人の 

部屋写真とインタビューを掲載のモノのない部屋に 

憧れる人たち必読の書。 

 

ミニマルライフ研究会・著 

《「何もない部屋」で暮らしたい》 

しっかり者の妻が、認知症と診断された－。 

ドラえもんだった自分を忘れた妻の介護に追い詰められる夫。 

認知症患者とその家族へ綴る、老老介護の壮絶秘話。 

 

砂川啓介・著《娘になった妻、のぶ代へ》 

石斧、大砲、カラシニコフ…過去3000年の人類の歴史を、 

武器をとおして豊富な図版とともに描く。 

 

ジョエル・レヴィ・著《図説世界史を変えた50の武器》 
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【ぜんぱん】 （海外のおはなし）
019 今すぐ読みたい!10代のためのYAブック 930 「エルマーのぼうけん」をかいた女性

ガイド150!(金原 瑞人) ルース・S・ガネット(前沢 明枝)
* 933 ゆうかんな猫ミランダ  

【いきかた】 (エレナー　エスティス)
933 グレッグのダメ日記 やっぱり、むいてないよ! 

159 むのたけじ100歳のジャーナリストからきみへ  (ジェフ　キニー)
 人類(むの たけじ) 933 ミニオンズ(ブライアン　リンチ)

933 くろねこのロク空をとぶ(インガ　ムーア)
【しゃかい】 933 オリンポスの神々と7人の英雄  5
369 サバイバル入門  (リック　リオーダン)

(メアリー　ポープ　オズボーン) 933 ハリー・ポッターと賢者の石
(J.K.ローリング)

【りか】 949 ムーミン谷の仲間たち(トーベ　ヤンソン)
400 信じられない現実の大図鑑 

 (ドーリング　キンダースリー) 【えほん】
440 5000億の銀河と700垓の星をもつ宇宙 E したのすいぞくかん(あき びんご)

  (ポール　ロケット) E おとうふやさん(飯野 まき)
457 古生物の飼い方  (土屋 健) E ぬいぐるみのミュー(いもと ようこ)
491 600以上の筋肉と206個の骨をもつ体 E こころにすむおおかみ(oba)

  (ポール　ロケット) E ママのゆきだるま(長崎 源之助)
498 保健師の一日(WILLこども知育研究所) E きょうのごはん(加藤 休ミ)

E ノラネコぐんだん おすしやさん
【こうぎょう】 (工藤 ノリコ)
507 発明対決  7(ゴムドリco.) E ノラネコぐんだんパンこうじょう
589 見学!日本の大企業バンダイ(こどもくらぶ) (工藤 ノリコ)
594 夢の名作ハンドメイド  3 E ひともじえほん(こんどう りょうへい)
596 かわいくておいしい!スイーツレシピ  1 * E おしゃれなクララとおばあちゃんのぼうし

(大森 いく子)   (エイミー　デ　ラ　ヘイ)
E すすめ!ゆきのきゅうじょたい(竹下 文子)

【さんぎょう】 E クレヨンしりとり(高氏 雅昭)
645 子犬工場(大岳 美帆) E さんびきのこねずみとガラスのほし 

 (たかお ゆうこ)
【げいじゅつ】 E とけいのおうさま(こすぎ さなえ)
767 AKB48、被災地へ行く(石原 真) E ゴムあたまポンたろう  (長 新太)

E あるひ、いつものがくどうで。(サトシン)
【おはなし】 E みんなのくまくまパン(西村 敏雄)
（日本のおはなし） E ぼく、仮面ライダーになる!  ゴースト編
913 ぼくが弟にしたこと岩瀬 成子) (のぶみ)
913 しゅるしゅるぱん  (おおぎやなぎ ちか) * E どーだっ!(後藤 竜二)
913 きょうしつはおばけがいっぱい E おとうさんぼくね…(長谷川 義史)

(さとう まきこ) E 天使がいっぱい(長谷川 集平)
913 シロガラス  4(佐藤 多佳子) E メリークリスマス、ペネロペ!
913 いじめ(五十嵐 かおる) (アン　グットマン)
913 ネット・ホラー(紺野 りり) * E だれのものでもない岩鼻の灯台  (山下 明生)
913 ヒロシマの風(吉永 小百合) E だるまなんだ  [1](おおなり 修司)
913 あまのじゃくにかんぱい!(宮川 ひろ) E だるまなんだ  2(おおなり 修司)
913 アサギをよぶ声  [3](森川 成美) E どこ?(山形 明美)
913 約束  (小林 深雪) E ぼくらちきゅうじんだいひょう! 
916 ナガサキの命(吉永 小百合)  (くすのき しげのり)

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
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