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一覧です。

図書の背についている丸い赤色のシールが
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【総記】 【技術】
007.6 今すぐ使えるかんたんExcelピボットテーブル  510.2 水と生きる建築土木遺産(後藤 治)

(きたみ あきこ) 516 線路端のひみつ(小佐野 カゲトシ)
517.5 水屋・水塚  

【哲学】
147 九十九怪談 第9夜(木原 浩勝) （家政学・生活科学）

590 暮らし上手のビン、カゴ、布  
【歴史】
210.0 発掘された日本列島 2016(文化庁) 【産業】
280.4 人間晩年図巻  1990-94年(関川 夏央) 699.6 1974年のサマークリスマス(柳澤 健)
289.2 わたしはマララ(マララ　ユスフザイ)
289.3 ドナルド・トランプの大放言(越智 道雄) 【芸術】
290.9 地球の歩き方リゾートスタイル R11 726.6 父は空 母は大地(寮 美千子)

(世界のダイビング完全ガイド) 783.7 ここで負けてしまってごめんな(岩崎 夏海)
290.9 地球の歩き方 A01(ヨーロッパ)
290.9 地球の歩き方 A14(ドイツ) 【地域資料（郷土資料）】
290.9 地球の歩き方 A29 H291.1 函館本線へなちょこ旅 2(舘浦 あざらし)

(北欧 ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ﾉﾙｳｪｰ・ｽｳｪｰﾃﾞﾝ・ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ） H326.2 もうひとつの「帝銀事件」(浜田 寿美男)
290.9 地球の歩き方 A31 H369.3 サハリン残留(玄 武岩)

(ﾛｼｱ ｳｸﾗｲﾅ・ﾍﾞﾗﾙｰｼ・ｺｰｶｻｽの国々) HF オークブリッジ邸の笑わない貴婦人 2
290.9 地球の歩き方 A07(パリ＆近郊の町) (太田 紫織)
290.9 地球の歩き方 B06(ニューヨーク) * HF 大沼ワルツ(谷村 志穂)
290.9 地球の歩き方 C01(ﾊﾜｲ ｵｱﾌ島＆ﾎﾉﾙﾙ１)
290.9 地球の歩き方 D18(バンコク) 【参考図書】
291.2 仙台・松島・平泉  R351 日本国勢図会 2016/17(矢野恒太記念会)
291 捨てられた離島のミステリー  

【社会科学】
302.3 ラトヴィアを知るための47章(志摩 園子)
302.5 ニカラグアを知るための55章(田中 高)
361.4 くらべる東西(おかべ たかし)
369.3 日の鳥 2(こうの 史代)
B378 自閉症の僕が跳びはねる理由 1(東田 直樹)
B378 自閉症の僕が跳びはねる理由 2(東田 直樹)
379.4 18歳選挙権ガイドブック(川上 和久)
382.1 忘れられた日本の村(筒井 功)
383.8 箸はすごい(エドワード　ワン) 【文学】

910.2 夜を乗り越える(又吉 直樹)
【自然科学】
481.7 先生、イソギンチャクが腹痛を （読物）

起こしています!(小林 朋道) * F 落陽(朝井 まかて)
486 完訳 ファーブル昆虫記  第10巻上 F 水の音(宇津志 勇三)

(ジャン=アンリ　ファーブル) F 岳飛伝 17(北方 謙三)
F どこかでベートーヴェン(中山 七里)

（医学・薬学） * F 中島ハルコはまだ懲りてない!(林 真理子)
495 噂の女医がこっそり教える女の不調が F ジッシュー!!(古川 春秋)

消える本(吉木 伸子) * F スタフ(道尾 秀介)
498.3 水でたちまち体が若返る(小羽田 健雄) * F 恋するハンバーグ(山口 恵以子)
498.5 酢しょうがダイエット健康レシピ(平柳 要) * F 美しい距離(山崎 ナオコーラ)

BF 貸借(上田 秀人)

（随筆）
914.6 女の甲冑、着たり脱いだり毎日が戦なり。

(ジェーン　スー)
914.6 蚕食鯨呑(楊 逸)

（ルポルタージュ）
916 生きづらいと思ったら親子で発達障害でした

(モンズースー)

（外国文学）
933.7 屋根裏の仏さま(ジュリー　オオツカ)
933.7 過ぎ去りし世界(デニス　ルヘイン)

（注：書名の前の数字は分類番号です。）
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【ぜんぱん】 【えほん】
019 つぎ、なにをよむ?  1・2年生(秋山 朋恵) * E みどりのトカゲとあかいながしかく

(スティーブ　アントニー)
【れきし】 E ながぐつをはいたねこ(シャルル　ペロー)
210 日本の歴史 1(山本 博文) E はちかつぎひめ  (松谷 みよ子)
210 日本の歴史 2(山本 博文) E ノックノック(ダニエル　ビーティー)
210 日本の歴史 3(山本 博文) E ぺんぎんたいそう(齋藤 槇)
210 日本の歴史 4(山本 博文) E 月きゅうでん(桂 文我)
210 日本の歴史 5(山本 博文) E でるでるでるぞねこさらい(高谷 まちこ)
210 日本の歴史 6(山本 博文) * E いもさいばん(きむら ゆういち)
210 日本の歴史 7(山本 博文) E うりこひめ(松谷 みよ子)
210 日本の歴史 8(山本 博文) E あそぼ(エルヴェ　テュレ)
210 日本の歴史 9(山本 博文) E おしりたんてい ププッレインボーダイヤを
210 日本の歴史 10(山本 博文) さがせ!(トロル)
210 日本の歴史 11(山本 博文) E おしりたんてい ププッちいさなしょちょうの
210 日本の歴史 12(山本 博文) だいピンチ!?(トロル)
210 日本の歴史 13(山本 博文) E おしりたんてい ププッきえたおべんとうの
210 日本の歴史 14(山本 博文) なぞ!(トロル)
210 日本の歴史 15(山本 博文) * E しげちゃんとじりつさん(室井 滋)

E エルマーはやいのはだれ?(デビッド マッキー)
【しゃかい】
367 女の子、はじめます。(北村 邦夫) E だちょうさんのたまご(谷口 國博)
369 ユニバーサルデザイン  第2期3

(災害から学ぶユニバーサルデザイン) 【ほっかいどうの本】
H289 知里幸恵物語(金治 直美)

【こうぎょう】
596 はじめての焼き菓子(寺西 恵里子)

【げいじゅつ】
798 都会(まち)のトム&ソーヤゲーム・ブック 

「館」からの脱出(はやみね かおる)
798 都会(まち)のトム&ソーヤゲーム・ブック 

修学旅行においで(はやみね かおる)

【おはなし】
（日本のおはなし）
913 なくなタケシ(稲本 昭治)
913 絶叫学級  [16](いしかわ えみ)
913 もっと泣いちゃいそうだよ(小林 深雪)
913 夢中になりたい(小林 深雪)
913 きらいじゃないよ  (小林 深雪)
913 泣いてないってば!(小林 深雪)
913 あらしをよぶ名探偵(杉山 亮)
913 いじめ　闇からの歌声(五十嵐 かおる)
913 トキメキ♥図書館 PART12(服部 千春)
913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 6(廣嶋 玲子)
913 壁画にひそむ罠 (三田村 信行)

（海外のおはなし）
* 933 四人のおばあちゃん

(ダイアナ　ウィン　ジョーンズ)
933 チャーメインと魔法の家

(ダイアナ　ウィン　ジョーンズ)
* 943 世界一の三人きょうだい(グードルン　メプス)

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
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