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６月２２日付で入った新着図書109冊の分類別

一覧です。

図書の背についている丸いピンク色のシールが

目印です。



【総記】 【産業】
017 学校図書館のアイデア&テクニック 616.2 コメの注目ブランドガイドブック

(秋田 倫子) (日本食糧新聞社)
049 おかんメール Final 626.9 一坪でできる野菜づくり(北条 雅章)

(『おかんメール』制作委員会) 645.6 車いす犬ラッキー(小林 照幸)
645.6 ジャングルの極限レースを走った犬アーサー

【哲学】 (ミカエル　リンドノード)
186.8 仏像の見方(澤村 忠保) 659.7 クマ問題を考える(田口 洋美)

673.9 特区民泊で成功する!民泊のはじめ方
【歴史】 （新山 彰二)
290.9 地球の歩き方 B03(ロスアンジェルス)

【芸術】
【社会科学】 723.1 わたしの好きな子どものうた(安野 光雅)
369.3 「心の除染」という虚構(黒川 祥子) 748 人生を変えた1枚。人生を変える1枚。
371.4 いじめない力、いじめられない力 (東京カメラ部)

(品川 裕香) 787.1 世界一やさしい海釣り入門(西野 弘章)
374.6 ある日うっかりPTA(杉江 松恋)
379.9 部屋を片づけるだけで子どもはぐんぐん 【言語】

伸びる!(佐和田 久美) 801.7 世界をもてなす語学ボランティア入門
382.5 多文化理解のためのアメリカ文化入門 (イーオン)

(ウェルズ恵子) 810.4 大和言葉つかいかた図鑑(海野 凪子)

【自然科学】
431.1 元素周期表パーフェクトガイド

(元素周期表ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｶﾞｲﾄﾞ編集ﾁｰﾑ)
453.8 世界の火山図鑑(須藤 茂)
453.8 日本の火山図鑑(高橋 正樹)
470 子どもと一緒に覚えたい道草の名前

(稲垣 栄洋)
488 鳥類学者だからって、鳥が好きだと

思うなよ。(川上 和人)

（医学・薬学）
490.1 臨終、ここだけの話(志賀 貢) 【文学】
493.1 すぐわかる内臓脂肪の減らし方(落合 敏) （読物）

* F 球道恋々(木内 昇)
【技術】 * F カタストロフ・マニア(島田 雅彦)
527 小さな家。 F ラブ・ミー・テンダー(小路 幸也)
537.9 VINTAGE CARS F 小説BOC 5(2017年春)
537.9 カタログでたどる日本の小型商用車 * F ドクター・デスの遺産(中山 七里)

(小関 和夫) * F アノニム(原田 マハ)
568.8 科学者の話ってなんて面白いんだろう

(青山 千春) （随筆）
914.6 今日の人生(益田 ミリ)

（家政学・生活科学）
590 暮らし上手の時間割 【地域資料（郷土資料）】

H291.1 あたらしい北海道旅行(セソコ マサユキ)
H291.1 北海道トレッキングサポートBOOK
H783.7 ベースボールサミット 第12回

(『ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｻﾐｯﾄ』編集部)
H783.8 北海道パークゴルフ場ガイド 2017-18

(北海道新聞社)
H914.6 晴れても雪でも(北大路 公子)
H914.6 人生という花(小檜山 博)
HF 北海タイムス物語(増田 俊也)

【参考図書】
R488 世界の美しき鳥の羽根(藤井 幹)
R588.3 チョコレート語辞典(Dolcerica 香川理馨子)

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

ひょんなことで、息子が通う公立小学校のPTA会長を

務めることになったフリーライターのドタバタ奮闘

ルポ。

杉江 松恋・著 《ある日うっかりＰＴＡ》

出張先は火山にジャングル、無人島。知られざる理系

蛮族「鳥類学者」が抱腹絶倒、命がけの日々を綴る。

川上 和人・著

《鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。》
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【れきし】 （海外のおはなし）
210 100人が語る戦争とくらし 1(大石 学) 933 図書館脱出ゲーム [1上]
210 100人が語る戦争とくらし 2(大石 学) (クリス　グラベンスタイン)
210 100人が語る戦争とくらし 3(大石 学) 933 図書館脱出ゲーム [1下]
289 ひらけ蘭学のとびら(鳴海 風) (クリス　グラベンスタイン)

933 図書館脱出ゲーム 2[上]
【しゃかい】 (クリス　グラベンスタイン)
366 信じられない「原価」 1(稲葉 茂勝) 933 図書館脱出ゲーム 2[下]
366 信じられない「原価」 2(稲葉 茂勝) (クリス　グラベンスタイン)
366 信じられない「原価」 3(稲葉 茂勝) * 933 レイミー・ナイチンゲール
371 いじめられている君へ いじめている君へ (ケイト　ディカミロ)

いじめを見ている君へ(朝日新聞社) 933 モンスターズ・インク(カリオペ　グラス)
953 美女と野獣(エリザベス　ルドニック)

【りか】
404 理科好きな子に育つふしぎのお話365 【えほん】

(自然史学会連合) E それいけ、わんちゃん!(P.D.イーストマン)
410 世界一おもしろい数の本 E あなたがぼくのおかあさん?

(カリーナ　ルアール) (P.D.イーストマン)
461 寿命図鑑(やまぐち かおり) E 羽をパタパタさせなさい(P.D.イーストマン)

E 魚を水に入れましょう(ヘレン　パーマー)
【こうぎょう】 E 大きい犬…小さい犬(P.D.イーストマン)
507 よみがえれアイボ(今西 乃子) E ぜったいぜったいひみつだよ(アナ　カン)

E おばけトリックアート 1(北岡 明佳)
【げいじゅつ】 E おばけトリックアート 2(北岡 明佳)
780 すごいぞ!オリンピックパラリンピックの E おばけトリックアート 3(北岡 明佳)

大記録(講談社) E いろはにほほほ(かどの えいこ)
782 <10秒00の壁>を破れ!(高野 祐太) E ノラネコぐんだん あいうえお(工藤 ノリコ)
786 ジャングルのサバイバル 1(洪 在徹) E ピクニック(たちもと みちこ)
786 ジャングルのサバイバル 2(洪 在徹) E おばけぼうやのみずじごくうたうためぐり

(川北 亮司)
【おはなし】 E えほん図鑑へんてこ!りくのぜつめつどうぶつ
（日本のおはなし） (はた こうしろう)
913 少年NPO「WAN PEACE」(今西 乃子) E リサとガスパールとうきょうへいく
913 SNS炎上(NHK「オトナヘノベル」制作班) (アン　グットマン)
913 ネトゲ中毒(鎌倉 ましろ) E とんぱんぎゅっ!(100%ORANGE)
913 四年ザシキワラシ組(こうだ ゆうこ) E たったたった(ふじわら こういち)

* 913 きんたろうちゃん(斉藤 洋) E にじいろでんしゃはっしゃしまーす!
913 怪談5分間の恐怖 また、いる… (間瀬 なおかた)

(中村 まさみ) E おいしゃさんがこどもだったとき
913 怪談5分間の恐怖 集合写真(中村 まさみ) (中川 ひろたか)
913 怪談5分間の恐怖 人形の家(中村 まさみ) E しろいえほん(もり こういちろう)
913 怪談5分間の恐怖 病院裏の葬り塚 E すまいる(かく まさみ)

(中村 まさみ) E ねことさかなとなみぼうず
913 怪談5分間の恐怖 見てはいけない本 (わたなべ ゆういち)

(中村 まさみ)
913 家族コンプレックス(長江 優子) 【しらべる本】
913 ぼく、ちきゅうかんさつたい(松本 聰美) R481 毒をもつ生き物図鑑(今泉 忠明)

* 913 給食室の日曜日(村上 しいこ)
913 パズドラクロス 1(ｶﾞﾝﾎｰ ｵﾝﾗｲﾝ ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ

 ﾊﾟｽﾞﾄﾞﾗｸﾛｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ2017)
913 恋愛トラブル・ストーカー

(NHK「オトナヘノベル」制作班)

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）

夏に向けてみんなの大好きなこわ～いお話が

たくさん入りました。
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