
注：図書リストの「＊」印は最新刊です。
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10月3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黄色のシールが

目印です。



【歴史】 （随筆）
219.9 沖縄戦を生きぬいた人びと(吉川 麻衣子) 914.6 花びら供養(石牟礼 道子)
251 カナダの歴史を知るための50章(細川 道久) 914.6 媚びない老後(桐島 洋子)
289.1 小林カツ代伝(中原 一歩) 914.6 あなただけじゃないんです(瀬戸内 寂聴)
289.1 広辞苑はなぜ生まれたか(新村 恭)
291 日本百低山(日本山岳ガイド協会) （ルポルタージュ）

916 母さん、ごめん。(松浦 晋也)
【社会科学】
368.2 新貧乏物語(中日新聞社会部) （外国文学）
369.3 命を守る水害読本 976 弟は僕のヒーロー(ジャコモ　マッツァリオール)

(命を守る水害読本編集委員会)
369.3 「もしも」に役立つ!おやこで防災力アップ 【地域資料（郷土資料）】

(今泉 マユ子) H291.1 北海道道の駅徹底オールガイド
369.3 原爆死の真実(NHKスペシャル取材班) (カルチャーランド)

H455.1 北海道自然探検ジオサイト107の旅
【技術】 (日本地質学会北海道支部)
507.9 映像をつくる人のためのDRONE空撮GUIDEBOOK H787.1 ここで釣れる北海道の港全ガイド

(道新スポーツ　週刊釣り新聞ほっかいどう)
（家政学・生活科学） HF 砂上(桜木 紫乃)
596.3 梅沢富美男&東野幸治まんぷく農家メシ! 1 HF 無敵の二人(中村 航)

(NHK「まんぷく農家メシ!」取材班)
596 クックパッドの名作レシピまとめました。 【参考図書】

(クックパッド株式会社) R369.2 高齢社会白書 平成29年版(内閣府)
599 祖父母手帳(森戸 やすみ)

【産業】
653.1 水辺の樹木誌(崎尾 均)
674.5 プロに教わる1秒で心をつかむPOPのつくり方
675.1 くらべる値段(おかべ たかし)

【芸術】
756.7 変わり兜×刀装具(大阪歴史博物館) 【一般書】
760 親子で学ぶ音楽図鑑(キャロル　ヴォーダマン) 304 共生の「くに」を目指して(赤堀 芳和)
778.8 ウルトラマンの現場(円谷プロダクション) F 暗黒女子(秋吉 理香子)
778.8 時代劇の「噓」と「演出」(安田 清人) F しゃらくせえ(谷津 矢車)

F 世界が終わる前に(山本 弘)
【文学】 F タッグ(日本推理作家協会)
（読物） F 初恋は坂道の先へ(藤石 波矢)
F 手がかりは「平林」(愛川 晶) F ほそ道密命行(田牧 大和)

* F 死神と道連れ(赤川 次郎) F ラブ♥リプレイ(喜多 喜久)
* F 宗麟の海(安部 龍太郎) BF 不死症(アンデッド)(周木 律)
* F ホワイトラビット(伊坂 幸太郎) BF 鬼平犯科帳　18(池波 正太郎)
* F 裏切りのホワイトカード(石田 衣良) BF 鬼平犯科帳　19(池波 正太郎)

F 西郷の首(伊東 潤) BF 幻屍症インビジブル(周木 律)
* F ディレクターズ・カット(歌野 晶午) BF 殺人鬼フジコの衝動(真梨 幸子)
* F 墨の香(梶 よう子) BF 学ばない探偵たちの学園(東川 篤哉)
* F 銀河鉄道の父(門井 慶喜) 933.7 誰でもない彼の秘密(マイケラ　マッコール)

F 武士マチムラ(今野 敏) B933.7 アウトロー 上(リー　チャイルド)
F 高架線(滝口 悠生) B933.7 アウトロー　下(リー　チャイルド)
F 花になるらん(玉岡 かおる) B933.7 キリング・フロアー　上(リー　チャイルド)

* F ワルツを踊ろう(中山 七里) B933.7 キリング・フロアー　下(リー　チャイルド)
F 千夜と一夜の物語(仁木 英之) H291.1 小樽散歩案内(佐藤  圭樹)

* F 心中旅行(花村 萬月) H596 HOポケット2017年10月号増刊  特別編集
F 守教 上(帚木 蓬生)
F 守教 下(帚木 蓬生) 【児童書】

* F 草笛物語(葉室 麟) E ぼくのおとうとは機械の鼻(土畠 智幸)
* F マスカレード・ナイト(東野 圭吾)
* F ライオンは仔猫に夢中(東川 篤哉)
* F 星星の火 2(福田 和代)
* F 湖底の城 8巻(宮城谷 昌光)
* F 悪道 [5](森村 誠一)

F 見た目レシピいかがですか?(椰月 美智子)
* F 淳子のてっぺん(唯川 恵)

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

9・10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】 【おはなし】
159 きみが世界を変えるなら [1](石井 光太) （日本のおはなし）
159 きみが世界を変えるなら [2](石井 光太) 913 わたしの苦手なあの子(朝比奈 蓉子)
159 きみが世界を変えるなら [3](石井 光太) * 913 幽霊ランナー(岡田 潤)

913 おばけのアッチ ドララちゃんとドララちゃん
【れきし】 (角野 栄子)
210 ペッギィちゃんの戦争と平和(椎窓 猛) 913 メアリと魔女の花(メアリー　スチュアート)
280 ざんねんな偉人伝(真山 知幸) 913 拝啓、お母さん(佐和 みずえ)

913 おしりたんてい いせきからのSOS(トロル)
【しゃかい】 * 913 ビブリオバトルへ、ようこそ!(濱野 京子)
345 税金の大事典(神野 直彦) 913 絶望鬼ごっこ [8](針 とら)

913 キミと、いつか。 [5](宮下 恵茉)
【りか】 913 パズドラクロス 2(ｶﾞﾝﾎｰ ｵﾝﾗｲﾝ ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ
451 雲と天気大事典(武田 康男)  ﾊﾟｽﾞﾄﾞﾗｸﾛｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ2017)
480 イルミネイチャー(レイチェル　ウィリアムズ) （海外のおはなし）
491 人体シアターへようこそ!(マリス　ウィックス)* 933 メリーメリーへんしんする

(ジョーン　G.ロビンソン)
【こうぎょう】
548 プログラミングは、ロボットから始めよう! 【ほっかいどうの本】

(加藤エルテス 聡志) H486 探そう!ほっかいどうの虫(堀 繁久)

【げいじゅつ】 【しらべる本】
767 みんなのうた絵本123曲 R468 外来生物ずかん(五箇 公一)
780 オリンピック大事典(和田 浩一)
780 パラリンピック大事典(和田 浩一) 【えほん】
781 あそびのたねずかん * E あのときのカレーライス(きむら ゆういち)

(東京学芸大こども未来研究所) E ロケット発射場の一日(いわた 慎二郎)
798 見つけておぼえる!さがし絵タウン記号と E スタジオジブリの乗りものがいっぱい

マーク〈トラベル・リゾート〉(永井 もりいち) (スタジオジブリ)
798 見つけておぼえる!さがし絵タウン記号と * E ふしぎなのりものずかん(斉藤 洋)

マーク〈くらし・公共施設〉(永井 もりいち) * E ファビアンのふしぎなおまつり
(マリット　テルンクヴィスト)

* E くろくんとちいさいしろくん(なかや みわ)
E このママにきーめた!(のぶみ)

* E どんぐりないよ(間部 香代)
* E ぞろりぞろりとやさいがね(ひろかわ さえこ)
* E ぼくのおとうさんとおかあさん

(みやにし たつや)
* E わたしおべんきょうするの(角野 栄子)
* E マスターさんとどうぶつえん

(アーノルド　ローベル)

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
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