
注：図書リストの「＊」印は最新刊です。

（最新刊には小さめのシールがついています。）
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８月２４日付で入った新着図書１１６冊の分類別

一覧です。

図書の背についている丸い赤色のシールが

目印です。



【総記】 【産業】
010.4 ポストデジタル時代の公共図書館(植村 八潮) 625.2 リンゴを食べる教科書(丹野 清志)
019.5 学校図書館の司書が選ぶ小中高生におすすめの本 670 図解最新ネットビジネスの法律とトラブル解決法

300(東京学校図書館ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ実行委員会) がわかる事典(服部 真和)
070 人間はだまされる(三浦 準司) 689.5 レゴランド・ジャパン得口コミ!徹底攻略ガイド

(東海テーマパーク研究会)
【歴史】
209.6 世界の特別な1日(マルゲリータ　ジャコーザ) 【芸術】
289.1 大遺言(永 拓実) 726.6 ブルーナが語るミッフィーのすべて(MOE編集部)
290.9 地球の歩き方 A05(アイルランド) 743.6 森の探偵(宮崎 学)
290.9 地球の歩き方 D21(ベトナム) 754.9 切らずに1枚で折る折り紙昆虫記
291 ブラタモリ 7(NHK「ブラタモリ」制作班) (フチモト ムネジ)

【社会科学】
324.4 すぐに役立つ入門図解民法<債権法>大改正

(木島 康雄)
336.4 言いにくいことを伝える技術(大野 萌子)
345 私たちの税金 平成29年度版(大蔵財務協会)
368.7 誰もボクを見ていない(山寺 香)
368.7 闇を照らす(長崎新聞社報道部少年事件取材班)
386.1 子どもといっしょが楽しいおうち歳時記

(季節の遊びを楽しむ会)

【自然科学】
410.4 数学ガールの秘密ノート(結城 浩)
480.9 ぼくの村がゾウに襲われるわけ。(岩井 雪乃)
488.9 カラスと人の巣づくり協定(後藤 三千代)

（医学・薬学）
490.1 遺族外来(大西 秀樹)
494.5 がんを忘れたら、「余命」が延びました!(近藤 誠)
496.8 いびき女子、卒業!(大場 俊彦) 【文学】
499.1 薬の見分け方(石浦 章一) （読物）

* F 濱地健三郎の霊なる事件簿(有栖川 有栖)
* F AX(伊坂 幸太郎)
* F MM(市川 拓司)
* F 絢爛たる奔流(岩井 三四二)
* F ジャパン・トリップ(岩城 けい)
* F 決戦!関ケ原 2(葉室 麟)

F 声なき叫び(小杉 健治)
F 泣き虫弱虫諸葛孔明 第4部(酒見 賢一)
F 泣き虫弱虫諸葛孔明 第5部(酒見 賢一)

* F 家族のあしあと(椎名 誠)
F 煌(きらり)(志川 節子)

* F 君が夏を走らせる(瀬尾 まいこ)
F 左京区桃栗坂上ル(瀧羽 麻子)

* F ネタ元(堂場 瞬一)
F おんな城主直虎 3(森下 佳子)

* F ネメシスの使者(中山 七里)
* F ゴースト(中島 京子)
* F 銀河の通信所(長野 まゆみ)
* F 黄泉坂案内人 3条目(仁木 英之)

F 日本遺産からの死の便り(西村 京太郎)
【技術】 * F 潮風エスケープ(額賀 澪)
569.8 地質のプロが教える街の中で見つかる * F 影裏(沼田 真佑)

「すごい石」(西本 昌司) * F とるとだす(畠中 恵)
F あなたの隣にいる孤独(樋口 有介)

（家政学・生活科学） F 空に咲く恋(福田 和代)
591 貯金1000万円以下でも老後は暮らせる! * F タフガイ(藤田 宜永)

(畠中 雅子) * F 祝言島(真梨 幸子)
594.4 結び大百科 F 昼顔(井上 由美子)
599 0～3歳のこれで安心子育てハッピーアドバイス F ここから先は何もない(山田 正紀)

(明橋 大二) BF アキラとあきら(池井戸 潤)

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

1869年の大陸横断鉄道開通から2015年のシリア難民

まで、世界に衝撃を与えた有名な報道写真とともに

現代史をたどる。

マルゲリータ・ジャコーザ・著

《世界の特別な１日》

世界中で愛されてきた”うさこちゃん”の産みの親

ディック・ブルーナの永久保存版作品集。

MOE編集部・編

《ブルーナが語るミッフィーのすべて》

日本初登場のテーマパーク レゴランド・ジャパン

のおすすめポイントや注意点などを収録。

東海テーマパーク研究会・著

《レゴランド・ジャパン得口コミ！徹底攻略ガイド》

いびきで悩む女性に向けて、いびきの原因や最新の

治療法。「睡眠時無呼吸症候群」などについて解説。

大場 俊彦・著 《いびき女子、卒業！》
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（随筆）
* 914.6 バブルノタシナミ(阿川 佐和子)
* 914.6 あなたの人生を、誰かと比べなくていい

(五木 寛之)
914.6 女の子が生きていくときに、覚えていて

ほしいこと(西原 理恵子)
914.6 死の準備教育(曽野 綾子)
914.6 美女は飽きない(林 真理子)
914.6 ベスト・エッセイ 2017(日本文藝家協会)

（外国文学）
933.7 ガラスの封筒と海と(アレックス　シアラー)
933.7 晩夏の墜落(ノア　ホーリー)
949.8 Pen+ 名作が愛される理由を探る、ムーミン

完全読本。

【地域資料（郷土資料）】
H211 北海道20世紀の事件事故(大竹 功太郎)
H291.1 車中泊コースガイド北海道一周&ベストルート
H291.1 北海道の山を登る(高澤 光雄)
H291.1 北海道の山と谷 1(山と谷作成会議)
H596 札幌乙女ごはん。 Vol.2(松本 あやか)
H706.9 札幌へアートの旅

【参考図書】
R652.1 森林・林業白書 平成29年版(林野庁)

【一般書】
726 月刊モエ2017年６月号
726 月刊モエ2017年７月号
726 月刊モエ2017年８月号
F 若き四角形の悩み（青木ガリレオ＆出泉アン）
BF 船参宮（佐伯泰英）
H291.1 ぐるぐるニセコさん2017
H389 アイヌ文化財団のあらまし 平成29年度

（アイヌ文化振興・研究推進機構）
H389.0 アイヌの人たちとともに

（アイヌ文化振興・研究推進機構）

【児童書】
913 ふたたびのブルー（青木ガリレオ＆出泉アン）
H281 北国に光を掲げた人々３５（下山光雄・合田一道）

アラフィフ世代がかつて駆け抜けた「バブル期」を

キーワードにチャーミングに年を重ねるコツを痛快

に語る、アガワ節炸裂のエッセイ集。

阿川 佐和子・著 《バブルノタシナミ》

はじめまして、ニッポン！オーストラリアから日本に

やってきた９人の子どもたちの７日間の大冒険がはじ

まる！

岩城 けい・著 《ジャパン・トリップ》

お寿司も指輪も自分で買おう。。

母から娘への厳しくもハートフルな生き方指南。

西原 理恵子・著

《女の子が生きていくときに、覚えていてほしいと》

小惑星から発見された、化石人骨”エルヴィス”とは？

一気読み必至。人類史上最大の謎に挑め！

山田 正紀・著 《ここから先は何もない》

樹々と川の彩りの中に、崩壊の予兆と人知れる思い

を繊細に描き出す。第157回芥川賞受賞作品

沼田 真佑・著 《影裏》

母娘は十五年間、〈あの人〉から逃げ回りながら、

ずっと二人だけで生きてきた。なのにある日突然

母は姿を消した。14歳の少女一人を残して。。。

樋口 有介・著 《あなたの隣にいる孤独》

あなたは、この物語から生還できるか。

トラウマ必死！本年度ミステリー界の衝撃作。

真梨 幸子・著 《祝言島》

秀吉も家康もなしえなかった流通革命に情熱を注いだ

水運の父・角倉了以の劇的人生を描く。

岩井 三四二・著 《絢爛たる奔流》

７・８月に寄贈頂いた資料です。

こちらも新着図書と併せてご利用下さい。
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【いきかた】 【えほん】
147 だれかに話すと呪われる学校の怖い話 E ひだりみぎ(新井 洋行)

(平川 陽一) * E お船がかえる日 チョプラン漂流記(小林 豊)
E スーパー戦隊はどこだ!?

【しゃかい】 * E うし(内田 麟太郎)
319 ヒロシマのいのち(指田 和) E あいたくなっちまったよ(きむら ゆういち)

* E たいふうのひ(武田 美穂)
【りか】 * E ぱんつさいこう!(ジャレッド　チャップマン)
486 巣づくりの名人スズメバチ(須田 貢正) E たべものはどこからやってくる?
498 ドラえもん科学ワールドspecial食べ物と (アゴスティーノ　トライーニ)

お菓子の世界(藤子・F・不二雄) E 1ぽんでもにんじん(長野 ヒデ子)
498 野菜と栄養素キャラクター図鑑(田中 明) E おこらせるくん(のぶみ)

E とらきちのいいところ(H@L)
【げいじゅつ】 E どこどこ、どっち?(マルティナ　ホーガン)
786 激流のサバイバル(スウィートファクトリー) E 都市の下をのぞいてみれば…
786 太平洋を泳ぎぬけ!(トレイシー　ターナー) (エスター　ポーター)
786 ジャングルのサバイバル 3(洪 在徹)
798 見つけておぼえる!さがし絵タウン道路標識

(永井 もりいち)
798 NEWウォーリーのゆめのくにだいぼうけん!

(マーティン ハンドフォード)

【おはなし】
911 わき水ぷっくん(田沢 節子)

（日本のおはなし）
913 5分後に思わず涙。 青い星の小さな出来事

(桃戸 ハル)
* 913 空で出会ったふしぎな人たち(斉藤 洋)
* 913 オレンジ色の不思議(斉藤 洋)

913 ぐるりと(島崎 町)
913 ぼくらのロストワールド(宗田 理)
913 かいけつゾロリのかいていたんけん(原 ゆたか)
913 IQ探偵ムー 元の夢、夢羽の夢(深沢 美潮)
913 イラストストーリー妖怪ウォッチ [5]

(レベルファイブ)
913 たったひとつの君との約束 [2](みずの まい)
913 たったひとつの君との約束 [3](みずの まい)
913 5秒後に意外な結末 ミノタウロスの青い迷宮

(桃戸 ハル)
* 913 リンちゃんとネネコさん(森山 京)

（海外のおはなし）
933 怪盗グルーのミニオン大脱走(澁谷 正子)
933 カーズクロスロード(スーザン　フランシス)
933 パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊

(エリザベス　ルドニック)

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
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