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4月28日付で入った新着図書108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】 【産業】
007.6 Illustratorではじめてのイラスト 601.1 地域ブランドカンパニーズファイル

(mammoth.山田充) 646.9 ミツバチと暮らす(藤原 誠太)
015 やってみよう図書館での医療・健康情報サービス 659 狩猟生活 VOL.1(2017)

【哲学】 【芸術】
147 魂でもいいから、そばにいて(奥野 修司) 723 運命の絵(中野 京子)

159.6 どんな時でも人は笑顔になれる(渡辺 和子) 726.1 引き揚げの悲劇(村上 もとか)
726.1 理系の人々 6(よしたに)

【歴史】 726.6 それゆけ!長谷川義史くん(長谷川 義史)
209.7 新・映像の世紀大全 743 ナショナルジオグラフィックプロの撮り方

(NHK「新・映像の世紀」プロジェクト) 構図の法則(ﾘﾁｬｰﾄﾞ ｶﾞｰﾍﾞｲ=ｳｨﾘｱﾑｽﾞ)
210.7 くらべる時代 昭和と平成(おかべ たかし) 783.7 永遠(とわ)のPL学園(柳川 悠二)
290.9 地球の歩き方 A28(ブルガリア/ルーマニア)
290.9 地球の歩き方 B08(ﾜｼﾝﾄﾝDC・ﾎﾞﾙﾃｨﾓｱ・

ｱﾅﾎﾟﾘｽ・ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ)
290.9 地球の歩き方 D14(モンゴル)

【社会科学】
367.7 超老人の壁(養老 孟司)
369.2 相模原障害者殺傷事件(立岩 真也)
376.1 0.1.2歳児せいさくあそび88

(「あそびと環境0.1.2歳」編集部)
379.9 尾木ママ小学一年生(尾木 直樹)

388 怪異を語る(京極 夏彦ほか)

【自然科学】
450 地球はなぜ「水の惑星」なのか(唐戸 俊一郎) 【文学】

904 「平家物語」という世界文学(日下 力)
【技術】 * 910.2 角野栄子の毎日いろいろ(角野 栄子)

515 世界の橋並み(松村 博) 912.7 やすらぎの郷 上(倉本 聰)
538.6 ドローンが拓く未来の空(鈴木 真二)
573.5 日本のレトロびん(平成ボトル倶楽部) （読物）

* F 遠縁の女(青山 文平)
（家政学・生活科学） * F 貘の耳たぶ(芦沢 央)

590.4 カンサイ式節約術(関西節約術評議会) * F 城をひとつ(伊東 潤)
594.9 ぽんぽんポケモン(須佐 沙知子) * F どんぶらこ(いとう せいこう)
594.9 犬ぽんぽん(trikotri) * F 諦めない女(桂 望実)
596.2 エスニックつくりおき(エダジュン) * F 夜の谷を行く(桐野 夏生)
596.4 暮らし上手の賢いお弁当 F 岩場の上から(黒川 創)
597.5 トヨタ式おうち片づけ(香村 薫) * F 決戦!忠臣蔵(葉室 麟)

* F ときどき旅に出るカフェ(近藤 史恵)
* F 団塊の後(堺屋 太一)
* F 月の満ち欠け(佐藤 正午)
* F サイレント・マイノリティ(下村 敦史)

F たとえ明日、世界が滅びても今日、
僕はリンゴの木を植える(瀧森 古都)

F さなとりょう(谷 治宇)
* F 追想の探偵(月村 了衛)
* F 御徒の女(中島 要)

F べっぴんさん 下(渡辺 千穂)
* F ひとめぼれ(畠中 恵)
* F 素敵な日本人(東野 圭吾)
* F さらば愛しき魔法使い(東川 篤哉)
* F チェーン・ピープル(三崎 亜記)
* F あとは野となれ大和撫子(宮内 悠介)

F ホルケウ英雄伝 上(山浦 玄嗣)
F ホルケウ英雄伝 下(山浦 玄嗣)

* F BUTTER(柚木 麻子)
BF 潜る女(堂場 瞬一)
BF 突然ですが、明日結婚します(宮園 いづみ)
BF こぐちさんと僕のビブリアファイト部活動日誌

(三上 延)

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

未曾有の大震災で愛する者を喪った人びとの奇跡の

体験と再生の記録。

奥野 修司・著 《魂でもいいから、そばにいて》

「トヨタ式」をおうちの片づけに応用。ムリなく捨

てられ、一生リバウンドしない、片づけのしくみの

作り方を紹介。

香村 薫・著 《トヨタ式おうち片づけ》

甲子園96勝、全国制覇７回の名門野球部の「謎の廃部」

の真相に迫る。小学館ノンフィクション大賞受賞作品。

柳川 悠二・著 《永遠のＰＬ学園》
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（随筆）
914.6 大人の流儀 7(伊集院 静)
914.6 野良猫を尊敬した日(穂村 弘)

B914.6 東京の下町(吉村 昭)

（外国文学）
B933.7 T2トレインスポッティング 上

(アーヴィン　ウェルシュ)
B933.7 T2トレインスポッティング 下

(アーヴィン　ウェルシュ)
B933.7 完璧な家(B.A.パリス)
949.7 ありのままのアンデルセン(マイケル　ブース)

【地域資料（郷土資料）】
H159.7 「どうせ無理」と思っている君へ(植松 努)

H211 シャクシャインの戦い(平山 裕人)
H291.1 ママじゃらん北海道 2017春夏
H494.8 豊富温泉ミライノトウジへ行こう!(安藤 直子)

H782 北海道ランニング大会ガイド 2017
(ランナーズサポート北海道)

H783.4 北海道コンサドーレ札幌オフィシャル・
ガイドブック 2017(北海道新聞社)

H783.7 日本一よくわかる北海道日本ハム強さの理由
(岩本 勉)

HF 追憶(青島 武)
HF 北都の七つ星(木村 花道)
HF 十津川警部雪とタンチョウと釧網本線

(西村 京太郎)
HF 凛(蛭田 亜紗子)

【参考図書】
R059 世界年鑑 2017(共同通信社)
R059 読売年鑑 2017年版

日常のちょっと苦い事件を甘く、優しく解決。

読めば心も満たされる”おいしい”連作短編集。

近藤 史恵・著 《ときどき旅に出るカフェ》

日本中を震撼させた「あさま山荘」事件。革命を夢見

て連合赤軍に参加した女たちの、もうひとつの真実。

桐野 夏生・著 《夜の谷を行く》

「魔女の宅急便」など、千冊以上の児童文学を産み出

してきた作家、角野栄子から学ぶ、美しい大人になる

ためのレシピ集。

角野 栄子・著 《角野栄子の毎日いろいろ》

新生児を取り替えたのは、出産直後の実の母親だった。

切なすぎる「事件」の慟哭の結末は･･･

芹沢 央・著 《獏の耳たぶ》

その女は、本当に男たちを殺したのか？

読み進むほどに濃厚な味が広がる、圧倒的長編小説。

柚木 麻子・著 《BUTTER(ﾊﾞﾀｰ)》

意外性と機知に富み、四季折々の風物を織り込んだ、

極上の九編。規格外ベストセラー作家の短篇集。

東野 圭吾・著 《素敵な日本人》

日記や手紙を手がかりにアンデルセンを追体験する

ヨーロッパ縦断の旅で童話作家の知られざる心情を

丹念に追った旅行記。

マイケル･ブース・著

《ありのままのアンデルセン》

北海道にある従業員20人の町工場でロケットを作り、

宇宙開発の夢を追い続ける著者が教える本当の自信

の増やしかた。

植松 努・著

《「どうせ無理」と思っている君へ》

近世最大の民族戦争〈シャクシャインの戦い〉の事実

を再現し、その全貌に迫る。

平山 裕人・著 《シャクシャインの戦い》
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【りか】 【えほん】
404 ジュニア空想科学読本 3(柳田 理科雄) * E にいちゃんのなみだスイッチ(いとう みく)
490 いのちつぐ「みとりびと」9(國森 康弘) * E エリック・カールのイソップものがたり
490 いのちつぐ「みとりびと」11(國森 康弘) (イソップ)
490 いのちつぐ「みとりびと」12(國森 康弘) * E アームストロング(トーベン　クールマン)

E 聴導犬くんれん生ふく(鈴木 びんこ)
【こうぎょう】 * E こうえん(ジェイムズ　スティーブンソン)

596 かわいくつくっちゃおう!かんたんクッキング * E どれがいちばんすき?
12か月 4(トモコ=ガルシア) (ジェイムズ　スティーブンソン)

* E ほんとさいこうの日(レイン　スミス)
【げいじゅつ】 * E おさるのこうすけ(武田 美穂)

778 ディズニー全キャラクター大事典 E だいひょうざんのちいさないえ
(M.L.ダンハム) (藤子・F・不二雄)

* E きたきつねとしろふくろうたすけあう
【おはなし】 (手島 圭三郎)
（日本のおはなし） * E ひとりになったライオン(夏目 義一)

* 913 モンスター・ホテルでパトロール(柏葉 幸子) * E きょうはパーティーのひ(樋勝 朋巳)
913 リア友トラブル(長江 優子) * E もりのとしょかん(ふくざわ ゆみこ)

* 913 香菜とななつの秘密(福田 隆浩)

（海外のおはなし）
933 モアナと伝説の海(スーザン　フランシス)

* 963 太陽と月の大地(コンチャ　ロペス=ナルバエス)

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
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