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10月31日付で入った新着図書１０１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。



【総記】 【文学】
007.6 ここが知りたい!デジタル遺品(古田 雄介) （読物）
014.6 図書の修理とらの巻 * F トップリーグ(相場 英雄)

(書物の歴史と保存修復に関する研究会) * F 踊る星座(青山 七恵)
146.8 風の電話(佐々木 格) * F 琥珀の夢 上(伊集院 静)
159 強く生きていくためにあなたに伝えたいこと * F 琥珀の夢 下(伊集院 静)

(野々村 友紀子) * F ポーラースター [2](海堂 尊)
159.7 悠々として、人生を降りる(川北 義則) * F 愛のかたち(岸 惠子)

F 真葛と馬琴(小室 千鶴子)
【歴史】 F 騙し絵の牙(塩田 武士)
210.1 世界単位日本(高谷 好一) * F 千の扉(柴崎 友香)
290.9 地球の歩き方 C08(モルディブ) F 冤罪犯(翔田 寛)
291 にっぽん全国たのしい船旅 2017-2018 * F エッグマン(辻 仁成)

F 雁にあらねど(蜂谷 涼)
【社会科学】 F 主婦悦子さんの予期せぬ日々(久田 恵)
324.6 イラストと図解でよくわかる!前向き離婚の F オリンピックがやってきた(堀川 アサコ)

教科書(森元 みのり) * F 百貨の魔法(村山 早紀)
324.8 わかりやすい家族への信託(酒井 俊行) * F 蘇える鬼平犯科帳(池波 正太郎)
345 図解最新税金のしくみと手続きがわかる事典 BF 花咲舞が黙ってない(池井戸 潤)

(北川 ワタル)
367.2 産まないことは「逃げ」ですか?(吉田 潮) （箴言）
367.7 老いた親のきもちがわかる本(佐藤 眞一) 917 こうやって、考える。(外山 滋比古)
369.1 国民の福祉と介護の動向 2017/2018

(厚生労働統計協会) （外国文学）
374.9 保健室と社会をつなぐ(香山 リカ) 933.7 消滅遊戯(ロジャー　ホッブズ)
382.1 くらしの昭和史(小泉 和子) B933.7 紙の動物園(ケン　リュウ)

【地域資料（郷土資料）】
H291.1 北海道の山(伊藤 健次)
H382.1 アイヌ歳時記(萱野 茂)
H596.3 みんなのジンギスカン
H708.7 北海道美術50(北海道立近代美術館)
HF 櫻子さんの足下には死体が埋まっている[12]

(太田 紫織)
HF オークブリッジ邸の笑わない貴婦人 3

【自然科学】 (太田 紫織)
435.4 水の不思議、水の奇跡(上平 恒)
445 惑星のきほん(室井 恭子) 【参考図書】

R350.9 世界国勢図会 2017/18(矢野恒太記念会)
（医学・薬学） R369.4 子ども白書 2017(日本子どもを守る会)
492.7 まるごとお灸百科(岡田 明三) R392.1 日本の防衛 平成29年版(防衛省)
498.5 食べるクスリ甘酒ヨーグルト(落合 敏) R451.9 気象年鑑 2017年版(気象業務支援センター)
498 国民衛生の動向 2017/2018(厚生労働統計協会) R501.6 エネルギー白書 2017年版(経済産業省)

R517 水循環白書 平成29年版
【技術】 (内閣官房水循環政策本部事務局)
517 知っておきたい水問題(沖 大幹) R610.5 食料・農業・農村白書参考統計表 平成29年版
547.4 スマホ1つでかんたん作成!LINEスタンプ (農林水産省)

作り方手帖(primary inc. )

（家政学・生活科学）
594 かんたん手作り!ドッグウエアと便利グッズ

(武田 斗環)
596 わたしのいつものごはん(栗原 はるみ)
597.9 すごい!セスキ掃除(石鹼百科)

【芸術・スポーツ】
726.6 井上洋介絵本画集 1931-2016(井上 洋介)
746 スマホで超カンタン特撮(Tac宮本)
762.1 ピアニストだって冒険する(中村 紘子)
784.6 浅田真央(ジャパンスポーツ)

【言語】
802 なくなりそうな世界のことば(吉岡 乾)

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

いまや全国区の人気者となった唯一無二の俳優・

大泉洋を「あてがき」した社会派長編小説。

塩田 武士・著 《騙し絵の牙》

風変わりな元料理人の作る１品が、食欲とこころを満た

していく。すべての人に幸せを届ける至福の料理小説。

辻 仁成・著 《エッグマン》
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【れきし】 【えほん】
289 上杉謙信(加来 耕三) * E トーストン(新井 洋行)

E なまけてなんかない!(品川 裕香)
【しゃかい】 E 6この点(ジェン　ブライアント)

337 いくらかな?社会がみえるねだんのはなし 1 E ぼくのねこはどこ?(ヘンリー　コール)
(藤田 千枝) E てをつなぐ(鈴木 まもる)

337 いくらかな?社会がみえるねだんのはなし 2 E 地球を旅する水のはなし(大西 健夫)
(藤田 千枝) E もうじゅうはらへりくま(塚本 やすし)

369 サイエンスコナン防災の不思議(青山 剛昌) E みどりの町をつくろう(アラン ドラモンド)
E ぼくのつばさ(トム　パーシヴァル)

383 和食のえほん(江原 絢子) E さらじいさん(はせがわ はっち)
386 アイスクリームが溶けてしまう前に * E きのうえのおうちへようこそ!

(小沢健二と日米恐怖学会) (ドロシア　ウォーレン　フォックス)
E きょうふのおばけにんじん

【こうぎょう】 (アーロン　レイノルズ)
594 子どもの手芸ワクワク楽しいアイロンビーズ * E やもじろうとはりきち(降矢 なな)

(寺西 恵里子) E ぐるぐるまわろうぐるぐるでんしゃ
(間瀬 なおかた)

【さんぎょう】 * E 発明家になった女の子マッティ
602 調べる!47都道府県 2017年改訂版(こどもくらぶ) (エミリー　アーノルド　マッカリー)

E たからもののあなた(まつお りかこ)
【げいじゅつ・スポーツ】 * E ヒヒヒヒヒうまそう(宮西 達也)

780 「逆上がり」だってできる!魔法のことば E わたしはだあれ?(まつもと さとみ)
オノマトペ(藤野 良孝)

【おはなし】
（日本のおはなし）

* 913 唐木田さんち物語(いとう みく)
913 カーズ/クロスロード
913 絶叫学級 [20](いしかわ えみ)

* 913 クリスマスがちかづくと(斉藤 倫)
913 妖怪一家のハロウィン(富安 陽子)

* 913 サンタちゃん(ひこ　田中)
* 913 まっすぐな地平線(森島 いずみ)

913 ナイスキャッチ! [1](横沢 彰)
913 ナイスキャッチ! 2(横沢 彰)

（海外のおはなし）
933 暗号クラブ 10(ペニー　ワーナー)

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）

- 2 -


