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11月17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緑色のシールが

目印です。



【哲学】 【産業】
159 生きていくあなたへ(日野原 重明) 615 世界からバナナがなくなるまえに(ロブ　ダン)

【歴史】 【芸術・スポーツ】
290.9 地球の歩き方 B20(中米 ｸﾞｱﾃﾏﾗ ｺｽﾀﾘｶ ﾍﾞﾘｰｽﾞ 709 世界遺産ガイド 日本編2018改訂版(古田 陽久)

ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ ﾎﾝｼﾞｭﾗｽ ﾆｶﾗｸﾞｱ ﾊﾟﾅﾏ) 726.1 毎日かあさん 14(西原 理恵子)
290.9 地球の歩き方 D30(スリランカ) 726.6 みずがあった(長田 真作)
291 ブラタモリ 9(平泉・新潟・佐渡・広島・宮島) 728.2 あふれる愛(金澤 泰子)
291 ブラタモリ 10(富士の樹海・富士山麓・大阪 751.9 スポンジで作るふわぽよ手作りスクイーズ

・大阪城・知床) 788.1 裏まで楽しむ!大相撲(ダグハウス)
796 天才棋士降臨・藤井聡太(書籍編集部)

【社会科学】
302.1 『日本』って、どんな国?(大森 和夫) 【言語】
302.3 スロヴェニアを知るための60章(柴 宜弘) 810.4 校閲記者の目(毎日新聞校閲グループ)
317.7 警視庁生きものがかり(福原 秀一郎)
368.6 万引き女子(福永 未来)
378.2 手話を学ぶ人のために(本名 信行)
379.9 はじまりは愛着から(佐々木 正美)

【自然科学】
435.4 水の不思議(稲場 秀明)

（医学・薬学）
491.3 あなたの脳のはなし

(デイヴィッド　イーグルマン)
491.6 がんばりすぎない、悲しみすぎない。 【文学】

(樋野 興夫) （詩歌）
498.4 低気圧女子の処方せん(小越 久美) 911.4 シルバー川柳 青い山脈編(みやぎｼﾙﾊﾞｰﾈｯﾄ)

【技術】 （読物）
517.1 図説わかる水理学(井上 和也) * F 三世代探偵団(赤川 次郎)

* F 人間タワー(朝比奈 あすか)
〔家政学・生活科学） * F 波濤の城(五十嵐 貴久)
594.3 カンタン!かぎ針編み お掃除はおまかせ! * F クリスマスを探偵と(伊坂 幸太郎)

お手伝いワンちゃんのエコたわし100 * F 覆面作家(大沢 在昌)
594.7 作りながら基礎が学べるすぐに使いたいバッグ F ひよっこ 下(岡田 惠和)

* F キラキラ共和国(小川 糸)
594.9 羊毛フェルトでつくるほっこり動物と * F ミ・ト・ン(小川 糸)

おうちカフェ(さくだ ゆうこ) * F 双生児(折原 一)
597.5 あした死んでもいい30分片づけ * F 森へ行きましょう(川上 弘美)

(ごんおばちゃま) * F ミステリークロック(貴志 祐介)
598.2 日めくりマタニティブック(マギー　ブロット) F 孤軍(笹本 稜平)

* F 猫ヲ捜ス夢(小路 幸也)
* F 花歌は、うたう(小路 幸也)
* F 酒が仇と思えども(中島 要)

F 教場 0(長岡 弘樹)
F 消えない月(畑野 智美)

* F 西郷どん! 前編(林 真理子)
* F 西郷どん! 後編(林 真理子)
* F たゆたえども沈まず(原田 マハ)
* F オペレーションZ(真山 仁)

F おんな城主直虎 4(森下 佳子)
* F 僕はロボットごしの君に恋をする(山田 悠介)
* F 毒母ですが、なにか(山口 恵以子)

F きっと誰かが祈ってる(山田 宗樹)
F 吹上奇譚 第1話(吉本 ばなな)
BF 身代わりの空 上(堂場 瞬一)
BF 身代わりの空 下(堂場 瞬一)

（随筆）
914.6 感傷的な午後の珈琲(小池 真理子)

* 914.6 忘れる女、忘れられる女(酒井 順子)
914.6 95歳まで生きるのは幸せですか?(瀬戸内 寂聴)

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

日々、数多くの記事をチェックし、誤りと格闘している

校閲記者があらゆるミスを見逃さないプロの技術を伝授。

毎日新聞校閲グループ・著

《校閲記者の目》

なぜ万引きを我慢できないのか？14年間で万引きを

6千回してきた女性が、すべてを正直に語る。

福永 未来・著 《万引き女子》

105歳の医師、日野原重明が死の直前まで語った、希望

と感謝のメッセージ。

日野原 重明・著 《生きていくあなたへ》

天気が悪いとカラダも心も絶不調。そんなあなたに

お天気と自律神経と体の関係をわかりやすく解説。

小越 久美・著 《低気圧女子の処方せん》
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【地域資料（郷土資料）】
H291.1 とっておき!小樽さんぽ(田口 智子)
H291.1 ママじゃらん北海道 2017-2018秋冬
H317.7 見えない不祥事(小笠原 淳)
H369.2 べてるな人びと 第5集(向谷地 生良)
H726.1 ゴールデンカムイ 11(野田 サトル)
HF 綾志別町役場妖怪課 [2](青柳 碧人)
HF 小説写真甲子園(菅原 浩志) 【一般書】
R689.2 観光白書 平成29年版(国土交通省観光庁) 159 20代の生き方で人生は9割決まる!(金川 顕教)

336.2 すごい効率化(金川 顕教)
689.2 旅行年報　2017
748 わたしの庭(今森 光彦)
779.1 革命のファンファーレ(西野 亮廣)
911.5 ぽろんぽろん(まど みちお)
F 柘榴パズル(彩坂 美月)
BF 幻想運河(有栖川 有栖)
BF 所轄(日本推理作家協会)
BF 十津川警部「初恋」(西村 京太郎)
BF いわゆる天使の文化祭(似鳥 鶏)
BF こどもつかい(清水 崇)
BF ニャン氏の事件簿(松尾 由美)
BF 僕が恋したカフカな彼女(森 晶麿)
YBF 子どもたちの長い放課後(仁木 悦子)
B933.7 埋葬された夏(キャシー　アンズワース)
B933.7 猫は殺人事件がお好き(サム　ガッソン)
B933.7 冷血の彼方(マイケル　ジェネリン)
B933.7 ハリー・オーガスト、15回目の人生

(クレア　ノース)
B933.7 崩壊家族(リンウッド　バークレイ)
B933.7 秘匿患者(ジョン　バーレー)
B933.7 暗号名ナイトヘロン(アダム　ブルックス)
B933.7 二度目の審判(ケアリー　ボールドウィン)
B949.7 過去を殺した女(エルスベツ　イーホルム)
B973 パパの電話を待ちながら(ジャンニ　ロダーリ)
B993.6 雪の女(レーナ　レヘトライネン)
H291.1 EXPERIENCE NISEKO SPRING/SUMMER2017

(Yuko Miyake)

【児童書】
019 小学生１００人のわくわく４日間

(国立青少年教育振興機構)
E ドン・キホーテ(セルバンテス)
E にこにこ  げんきの  おまじない

(やなせスタジオ)
HE POWER OF LIFE  ～縁～(高橋  楓虎)

10・11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。

北海道東川町を舞台にした「日本一の写真部」をめざす

高校生たちの成長ストーリー。

樫辺 勒・著 《小説 写真甲子園》

激動の幕末を駆け抜け、新たな時代をつくった西郷

隆盛の生涯を描いた2018年の大河ドラマ原作小説。

林 真理子・著 《西郷どん》前・後編

「未発表非違事案」年間100件超-。北海道警察内部で

起きた不都合な事実や犯罪の隠蔽に切り込んだ調査報道

ノンフィクション。

小笠原 淳・著 《見えない不祥事》

伝えたい思い、聞きたかった言葉、承ります。「ツバキ

文具店」の続編となる鎌倉を舞台にした代書屋の物語。

小川 糸・著 《キラキラ共和国》

400年に１人の天才・藤井聡太四段。炎の七番勝負の

自戦記や、29連勝を振り返りその強さの秘密に迫る。

藤井 聡太・著 《天才棋士降臨・藤井聡太》

人生の輝き、ときめきを瑞々しい言葉で紡ぐ、芳醇な

香り漂う、著者12ぶりのエッセイ集。

小池 真理子・著 《感傷的な午後の珈琲》
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【ぜんぱん】 【えほん】
049 こんなとき、どうする?(諸富 祥彦) * E はやくちことばでおでんもおんせん

(川北 亮司)
【りか】 E しあわせ(いもと ようこ)
481 冬眠のひみつ(近藤 宣昭) * E オニのサラリーマン しゅっちょうはつらいよ

(富安 陽子)
【こうぎょう】 * E カランポーのオオカミ王(ウィリアム　グリル)
510 みんなの命と生活をささえる E チャールズ・ダーウィン、世界をめぐる

インフラってなに? 3(こどもくらぶ) (ジェニファー　サームズ)
590 ひとりでできるかな?はじめての家事 1 * E ビークル(ダン　サンタット)

(家庭科教育研究者連盟) * E とてもとてもサーカスなフロラ
(ジャック　センダック)

【げいじゅつ・スポーツ】 * E くるみのなかには(たかお ゆうこ)
786 ジャングルのサバイバル 4(洪 在徹) E はたらくまち

(ジェームズ　ガリバー　ハンコック)
【おはなし】 E サイモンは、ねこである。
（日本のおはなし） (ガリア　バーンスタイン)
913 X-01 2(あさの あつこ) E すっぱりめがね(藤村 賢志)
913 ルルとララのハロウィン(あんびる やすこ) E あいたくてあいたくて(みやにし たつや)

* 913 つくえの下のとおい国(石井 睦美) * E こねてのばして(ヨシタケ シンスケ)
913 アバローのプリンセスエレナ * E おさるのジョージバスケットボールをする
913 にちようびは名探偵(杉山 亮) (M.レイ)

* 913 サラとピンキー ヒマラヤへ行く(富安 陽子) * E おさるのジョージほんやさんへいく(M.レイ)
913 怪談5分間の恐怖 ひとり増えてる…

(中村 まさみ)
913 魔法医トリシアの冒険カルテ 4(南房 秀久)
913 空飛ぶおべんとうツアー(野中 柊)

* 913 とうふやのかんこちゃん(吉田 道子)

〔海外のおはなし）
* 933 ビーおばさんとおでかけ

(ダイアナ　ウィン　ジョーンズ)

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
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