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2月15日付で入った新着図書９１冊の分類別

一覧です。

図書の背についている丸い緑色のシールが

目印です。



【総記】 【芸術】
002.7 僕らが毎日やっている最強の読み方(池上 彰) 726.1 探さないでください(中川 学)
002.7 コクヨのシンプルノート術(コクヨ株式会社) 748 白い犬(梅 佳代)
007.1 トコトンやさしい人工知能の本(辻井 潤一) 754.9 ウルトラマン切り紙(大原 まゆみ)
015.2 レファレンスブックス(長澤 雅男) 778.2 少年時代(高倉 健)
070.1 ジャーナリスト後藤健二(栗本 一紀) 783.7 ベースボール・レコード・ブック  2017

(ベースボール　マガジン社)
【哲学】 786.1 再発!それでもわたしは山に登る(田部井 淳子)
147 科学で解き明かす超常現象(松浦 俊輔) 786 楽しい川遊び(伊藤 匠)

【歴史】 【文学】
289.1 回想の八田與一(北國新聞社出版局) 912.7 タイム・トラベラー(筒井 康隆)
289.1 花森安治の従軍手帖(花森 安治)
290.9 地球の歩き方  A09(イタリア) （読み物）
290.9 地球の歩き方  D20(シンガポール) F 満潮(朝倉 かすみ)
290.9 地球の歩き方  D25(インドネシア) F 挑戦(大下 英治)
290.9 地球の歩き方  D27(フィリピン・マニラ・セブ) F 黒い巨塔(瀬木 比呂志)
290.9 地球の歩き方  D05(広州・アモイ・桂林・ F 糸切り(吉永 南央)

珠江デルタと華南地方) F まひるまの星(吉永 南央)
291.9 石垣・宮古・竹富・西表島 BF 相棒  season14下(輿水 泰弘)
291 ブラタモリ  5(NHK「ブラタモリ」制作班) BF 参勤(上田 秀人)
291 ブラタモリ  6(NHK「ブラタモリ」制作班) BF 鴨川食堂おまかせ(柏井 壽)

BF 水鏡推理  5(松岡 圭祐)
【社会科学】
302.2 現代中国を知るための44章(藤野 彰) （随筆）
302.2 フィリピンを知るための64章(大野 拓司) 914.6 かぐや姫はいやな女(椎名 誠)
324.8 空き家にさせない!「実家信託」(杉谷 範子)
364.3 保険と年金の動向  2016/2017 （ルポルタージュ）

(厚生労働統計協会) 916 雨にうたれてみたくて(佐藤 きみよ)
367.3 産まなくても、育てられます(後藤 絵里)
367.7 つるとはな  第4号 （外国文学）
368.6 いつかの夏(大崎 善生) 933.7 七王国の騎士(ジョージ　R.R.マーティン)

B933.7 邪悪  上(パトリシア　コーンウェル)
【医学・薬学】 B933.7 邪悪  下(パトリシア　コーンウェル)
493.7 忘れんぼさんへのマナー 953.7 エクリプス(エリック　ファーユ)

(ジョアン　サウアーズ)
493.9 犬が来る病院(大塚 敦子)
494.5 死にゆく患者(ひと)と、どう話すか(國頭 英夫)

498.3 いちばんよくわかるYOGAポーズ全集
(スタジオ　ヨギー)

499.8 天然おくすり(池田 明子)

【技術】
576.6 てづくりお香教室(松下 恵子)

（家政学・生活科学）
596.3 暮らし上手の肉料理
596.6 グルテンフリーのパンと麵とおやつ(大越 郷子)
596.6 ハンバーガー本
596 ミシュランガイド東京  2017

【産業】
686.2 わが国鉄時代  vol.17

【地域資料（郷土資料）】
H487.6 サケの記憶(上田 宏)
H783.4 北海道コンサドーレ札幌365  2016
H783.7 「最高のチーム」の作り方(栗山 英樹)

【参考図書】
R326.3 犯罪白書  平成28年版(法務省法務総合研究所)

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

日本で初めて小児病棟にセラピー犬の訪問を受入れた

医療機関、聖路加国際病院の取り組みを４人の子ども

たちの生死を通して描く。

大塚 敦子・著 《犬が来る病院》

ニュースキャスターから政界に転身し、初の女性首相

候補をへて都知事にいたるまでの波乱の半生を辿る。

大下 英治・著 《挑戦 小池百合子伝》

いま初めて暴かれる最高裁の闇！

文学賞受賞作家にして最高裁中枢を知る元裁判官が

描く本格的権力小説。

瀬木 比呂志・著 《黒い巨塔》
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【れきし】 【おはなし】
281 戦国武将人物甲冑大図鑑(本郷 和人) （日本のおはなし）

913 おばけのアッチおしろのケーキ(角野 栄子)
【しゃかい】 913 うちのタマ知りませんか?(せき ちさと)
319 きみに聞いてほしい(バラク　オバマ) 913 この世界の片隅に(こうの 史代)

384 だるまちゃんと楽しむ日本の子どもの （海外のおはなし）
あそび読本(加古 里子) 933 魔法の箱(ポール　グリフィン)

【りか】 【えほん】
404 ジュニア空想科学読本  1(柳田 理科雄) E いいにおいのおならをうるおとこ
450 アンダーアース・アンダーウォーター (ジル　ビズエルヌ)

(アレクサンドラ　ミジェリンスカ) E だるまちゃんしんぶん(加古 里子)
459 鉱物キャラクター図鑑(松原 聰) E とんねるをぬけると(片山 健)
489 クマ大図鑑(小池 伸介) E るいちゃんのけっこんしき(きだに やすのり)

E くつしたしろくん(ザ　キャビンカンパニー)
【こうぎょう】 E わくせいキャベジ動物図鑑(tupera tupera)
507 発明対決 3(ゴムドリco.) E クマですが、イヌです(ダイアン　フォックス)
507 発明対決  9(ゴムドリco.) E ながいかみのラプンツェル(グリム)
590 正しい目玉焼きの作り方(森下 えみこ) E ざしきわらし(柳田 国男)
595 ミラクルハッピーかんたん♥かわいいヘア E いたずらおばけ(瀬田 貞二)

アレンジDX(ガールズ向上委員会)
596 かわいくつくっちゃおう!かんたん 【しらべる本】

クッキング12か月  2(トモコ=ガルシア) H783 明日にトライ!(ひろはた えりこ)

【げいじゅつ】
723 ゴッホ(フカキ ショウコ)
780 チームでつかんだ栄光のメダル  [2](本郷 陽二)
780 チームでつかんだ栄光のメダル  [3](本郷 陽二)

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
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