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７月２８日付で入った新着図書97冊の分類別

一覧です。

図書の背についている丸い青色のシールが

目印です。



【総記】 【技術】
007.1 人工知能の核心(羽生 善治) 517.2 いしかわの清流文化(北國新聞社出版局)
016.2 ぼくは、やっぱり図書館がすき(漆原 宏) 517.2 物語日本の治水史(竹林 征三)

537.9 世界の自動車オールアルバム 2017年
【哲学】 589.2 クローゼットは3色でいい(杉山 律子)
159.6 ありがとうノートのつくり方(中山 庸子)

（家政学・生活科学）
【歴史】 590.4 「凛とした魅力」がすべてを変える
210.1 日本人は大災害をどう乗り越えたのか(文化庁) (ジェニファー　L.スコット)
210 発掘された日本列島 2017(文化庁) 593.3 直線で作れて素敵に見えるきものリフォーム
290.9 スマイル!(小口 良平) (ハルメク編集部)
290.9 地球の歩き方 A15(南ﾄﾞｲﾂ・ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ・ 594.3 ズパゲッティでつくる大人バッグ&子どもバッグ

ﾐｭﾝﾍﾝﾛﾏﾝﾃｨｯｸ街道　古城街道)
293.5 オランダ(ヤコブ　フォッセスタイン) 596.3 さっと煮サラダ(冷水 希三子)

596 夏つまみ(きじま りゅうた)
【社会科学】 596 暮らし上手の作りおき術
309 新しい力(共同通信社) 596 のんきに生きる(鈴木 登紀子)
324.1 偽装死で別の人生を生きる 597 時間とお金にゆとりができる「小さな家」

(エリザベス　グリーンウッド) (尾崎 友吏子)
324.7 自分でする相続放棄(碓井 孝介) 599 たぶん、なんとかなるでしょう。(堀川 真)
337 小学生でもわかるお金にまつわるそもそも事典

(吹田 朝子) 【産業】
366.2 仕事場のちょっと奥までよろしいですか? 626.9 私にもできる!自然農法入門

(佐藤 ジュンコ) (MOA自然農法文化事業団)
366.2 正社員消滅(竹信 三恵子) 673.7 世界の美しい市場
368.6 PC遠隔操作事件(神保 哲生)
375.1 これならできる!図書を活用した楽しい 【芸術】

学習活動 小学校編(稲井 達也) 702.3 もっと知りたいミケランジェロ(池上 英洋)
723.1 足で歩いた頃のこと(星野 富弘)

【自然科学】 726.6 絵本むかし話ですよ(五味 太郎)
443 星のきほん(駒井 仁南子) 759 シルバニアファミリーコレクションブック
452.9 水辺は叫ぶ(宮澤 成緒) (竹村 真奈)
460.7 標本BOOK(さとう かよこ) 782.3 Trail Running magazine 2017

782.3 ウルトラ&トレイルランニングコンプリート
486 完訳ファーブル昆虫記 第10巻下 ガイド(ブライアン　パウエル)

(ジャン=アンリ　ファーブル) 786.3 自作キャンプアイテム教本(長谷部 雅一)
789.3 剣道の新しい教科書(高瀬 英治)

（医学・薬学）
498.1 言語聴覚士になるには(中島 匡子) 【言語】
498.5 素朴な疑問(安部 司) 814 オノマトペの謎(窪薗 晴夫)

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

自ら死を装うことは可能か？ 著者自らが体験した

驚愕の実話。

エリザベス・グリーンウッド・著

《偽装死で別の人生を生きる》

無実の人の人生を狂わせたパソコン遠隔操作事件。

その全過程を克明に記録し犯人の実像を解き明かす。

神保 哲生・著 《ＰＣ遠隔操作事件》

元気いっぱいの男の子２人が繰り広げる、てんやわ

んやの毎日を描く爆笑育児エッセイマンガ。

堀川 真・著

《たぶん、なんとかなるでしょう。》

手足の自由を失って約50年になる著者の2010年代の

詩画63点・随筆16編を所収。

星野 富弘・著 《足で歩いた頃のこと》
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【文学】
910.2 文士の遺言(半藤 一利)

（読物）
F らいんらいんらいん(阿居 上央)

* F さいとう市立さいとう高校野球部 [3]
(あさの あつこ)

F 現世怪談(木原 浩勝)
F うつろい百物語(郷内 心瞳)

* F 怪盗桐山の藤兵衛の正体(佐藤 雅美)
F 会津執権の栄誉(佐藤 巖太郎)

* F 腐れ梅(澤田 瞳子)
* F マイ・ディア・ポリスマン(小路 幸也)
* F 暗闇のアリア(真保 裕一)

F 武蔵 6(花村 萬月)
* F 嵯峨野花譜(葉室 麟)

F 白い標的(樋口 明雄)
F ベスト本格ミステリ 2017

(本格ミステリ作家クラブ)
BF 因果(上田 秀人)
BF 真夜中のパン屋さん [6](大沼 紀子)

【地域資料（郷土資料）】
H291.1 函館本線へなちょこ旅 3(舘浦 あざらし)
H291.1 富良野 美瑛
H291.1 「北海道遺産」読本(北海道新聞社)
H291.1 北海道
H291.1 北海道おさんぽマップ [2017]

* HF 真夏の雷管(佐々木 譲)

【一般書】
B146.1 精神分析入門 上巻(フロイト)
B146.1 精神分析入門 下巻(ジークムント  フロイト)
B146.1 夢判断 上巻(フロイト)
B146.1 夢判断 下巻(フロイト)
361.1 貧困の倫理学(馬渕 浩二)
764.7 ビートルズの軌跡(ミュージック　ライフ)
F おばちゃんたちのいるところ(松田 青子)
BF 鬼平犯科帳 12(池波 正太郎)
BF 鬼平犯科帳 13(池波 正太郎)
BF 鬼平犯科帳 14(池波 正太郎)
BF 鬼平犯科帳 15(池波 正太郎)
BF 夢三夜(佐伯 泰英)
BF 青森わが愛(西村 京太郎)
BF 浜名湖 愛と歴史(西村 京太郎)
BF 十津川警部の休日(西村 京太郎)
H210 ものがたり北海道遺産 Ｖｏｌ．２(電通北海道)
H289.1 北門の功労者(寿々方)
H518 水のひみつ(光合金製作所創業６０周年記念誌「水のひみつ」編集委員会)
H596 別ＨＯ  ２０１７年５月号増刊

【児童書】
913ｱﾏ 車のいろは空のいろ(あまん きみこ)
Eﾋﾗ 青い鳥(平田 昭吾)

強盗犯たち追跡の応援要請を受けた山岳救助隊の隊

員たちは救助犬とともに極寒の冬山へと向かう。

彼らは犯人たちを追いつめることができるのか？

樋口 明雄・著 《白い標的》

意識・行動力・社会影響、すべてが凄かった！

社会の閉塞感を打ち破る現代若者列伝。

共同通信社・編 《新しい力》

東北の名家、芦名氏の滅亡までを熱く、克明に描き

切る。第157回直木賞候補作品。

佐藤 巖太郎・著 《会津執権の栄誉》

真夏の札幌で起きた爆薬材料の窃盗事件。

タイムリミットに向けて命懸けの任務が始まる。

佐々木 譲・著 《真夏の雷管》

７・８月にたくさんの寄贈図書を頂きました。

こちらも新着図書と併せてご利用下さい。
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【れきし】 【えほん】
289 武田信玄(加来 耕三) E ふーっ!(新井 洋行)
289 ナビラとマララ(宮田 律) * E おともだちできた?(恩田 陸)

* E おべんとうばこのなかから(中川 ひろたか)
【しゃかい】 * E きみもこねこなの?(エズラ　ジャック　キーツ)
376 中学生になったら(宮下 聡) E おたすけこびとのにちようび(なかがわ ちひろ)

E 子どもつなひき騒動(宝井 琴調)
【りか】 * E はくぶつかんのよる(イザベル　シムレール)
450 地球の超絶現象最驚図鑑(武田 康男) E どうぶつたちがねむるとき
480 ざんねんないきもの事典 続(今泉 忠明) (イジー　ドヴォジャーク)

* E ねこのさら(野村 たかあき)
【げいじゅつ】 * E まけるのもだいじだよにじいろのさかな
726 あるかしら書店(ヨシタケ シンスケ) (マーカス　フィスター)

【ことば】
816 読書感想文書き方ドリル 2017(大竹 稽)

【おはなし】
（日本のおはなし）
913 ピンクのドラゴンをさがしています

(あんびる やすこ)
913 絶叫学級 [19](いしかわ えみ)
913 りすのきょうだいとふしぎなたね(小手鞠 るい)

* 913 見上げた空は青かった(小手鞠 るい)
* 913 いえのおばけずかん(斉藤 洋)

913 トキメキ♥図書館 PART14(服部 千春)
913 いつも100てん!?おばけえんぴつ(むらい かよ)
913 名作転生 1
913 名作転生 2

（海外のおはなし）
933 アーサー王と黄金のドラゴン

(メアリー　ポープ　オズボーン)
933 新訳 メアリと魔女の花

(メアリー　スチュアート)
* 933 宇宙の生命(ルーシー　ホーキング)

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
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