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6月15日付で入った新着図書112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。



【総記】 【技術】
016.2 情報化時代の今、公共図書館の 517 水がなくなる日（橋本 淳司）

役割とは（菱川 廣光） 527 家づくりを楽しむ教科書
019.5 13歳からの絵本ガイド（金原 瑞人） 588.3 ニッポン駄菓子工場（Beretta）
019.9 三人よれば楽しい読書（井上 ひさし）
049 おかんメールリターンズ

（『おかんメール』制作委員会） （家政学・生活科学）
590 50点家事（サチ）
592.7 電動工具の使い方事典

【哲学】 594.3 手編みのかんたんこものA to Z
146.8 いい人病（玉川 真里） 594.8 煌めくハーバリウム
147.3 サラとソロモン（エスター　ヒックス） （ハーバリウム普及推進委員会）

595.4 グレイヘアという選択（主婦の友社）
596 手づくり健康食品（健康美食ラボ）

【歴史】 596 男子ごはんの本その10（国分 太一）
210.1 ストーリーで学び直す大人の 596 ここまでできる!まな板いらずの

日本史講義（野島 博之） 絶品レシピ（金丸 絵里加）
288.4 図解でわかる14歳からの天皇と 596 藤井恵とっておきの

皇室入門（山折 哲雄） 晩酌レシピ（藤井 恵）
290.9 できるだけがんばらないひとりたび 596 「また作って!」と言われる

（田村 美葉） 名作おかず120
596 1/5の油で5倍おいしい!フライパンで

ラクちん揚げもの（上島 亜紀）
【社会科学】 596.3 寿司屋が教える魚のさばき方

304 10年後の仕事図鑑（堀江 貴文） 596.4 5行で作れる!バーベキュー
336.4 話し下手のための雑談力 レシピ100選!

（沢渡 あまね） 597 住まいと暮らしのサイズダウン
369.3 地震予知大転換（山崎 登） （柳澤 智子）
379.9 佐藤ママの強運子育て心得帖 597.5 本日晴天お片づけ（伊藤 まさこ）

（佐藤 亮子）
383.8 事典和菓子の世界（中山 圭子）
385.9 小さな暮らしのおすそわけ 【産業】

（ミスミ ノリコ） 626 おいしい彩り野菜のつくりかた
（農山漁村文化協会）

626.9 はじめての野菜づくり12か月
【自然科学】 （板木 利隆）

429.6 きみは宇宙線を見たか（山本 海行） 629.7 はじめてでも失敗しない小さな
488.1 子どもと一緒に覚えたい 庭づくりの基本100（浜野 典正）

野鳥の名前（山崎 宏） 689.5 東京ディズニーリゾート
完全ガイド2018-2019

（医学・薬学）
492.3 薬の9割はやめられる（松田 史彦）
494.8 ハゲを着こなす（松本 圭司）
498.3 100歳まで元気に歩く!正しい歩き方

（注：書名の前の数字は分類番号です。）



【芸術・スポーツ】 （読物）
702.0 図説中世ヨーロッパの美術 * F 偽姉妹（山崎 ナオコーラ）

（浅野 和生） * F ディス・イズ・ザ・デイ
726.1 しずくちゃん30（ぎぼ りつこ） （津村 記久子）
726.1 大家さんと僕（矢部 太郎） * F 怪しくて妖しくて（阿刀田 高）
726.1 やっぱり、僕の姉ちゃん（益田 ミリ） * F 六月の雪（乃南 アサ）
726.1 漫画の仕事（木村 俊介） * F ファーストラヴ（島本 理生）
780.7 12歳までの最強トレーニング * F 恋の川、春の町（風野 真知雄）

（谷 けいじ） * F ロンリネス（桐野 夏生）
783.7 野球における体力トレーニングの * F ミルク・アンド・ハニー（村山 由佳）

基礎理論（中垣 征一郎） * F 長兵衛天眼帳（山本 一力）
786.3 子どもと一生の思い出をつくる * F 平城京（安部 龍太郎）

星空キャンプの教科書 * F 青嵐の坂（葉室 麟）
787.1 水ぎわの珍プレー（村上 康成） * F ASK（新堂 冬樹）

* F ののはな通信（三浦 しをん）
* F ウォーターゲーム（吉田 修一）

【言語】 * F 婚活食堂（山口 恵以子）
801.7 ねみみにみみず（東江 一紀） * F 炎の来歴（小手鞠 るい）
814 文豪の凄い語彙力（山口 謠司） * F 鏡じかけの夢（秋吉 理香子）
815.2 日本語が面白い!数え方の絵本 * F 未来（湊 かなえ）

（ロコ　まえだ） * F 元禄お犬姫（諸田 玲子）
816 1冊のノートが「あなたの言葉」を * F 瑕疵借り（松岡 圭祐）

育てる（川上 徹也） * F 無暁の鈴（西條 奈加）
* F 爆身（大沢 在昌）
* F 雲の果（あさの あつこ）

【文学】 * F その話は今日はやめておきましょう
911.3 ランドセル俳人からの「卒業」 （井上 荒野）

（小林 凛） * F 新選組の料理人（門井 慶喜）
911.3 イチからの俳句入門（辻 桃子） * F 蕎麦、食べていけ!（江上 剛）

* F わたしの本の空白は（近藤 史恵）
F 房総グランオテル（越谷 オサム）

（随筆） F 爽年（石田 衣良）
* 914.6 役に立たない人生相談2（佐藤 愛子） F 屍人荘の殺人（今村 昌弘）

916 母が若年性アルツハイマーに F 崩れる脳を抱きしめて（知念 実希人）
なりました。（Nicco）

916 発達障害だって大丈夫（堀田 あけみ）
B914.6 吉行淳之介ベスト・エッセイ 【地域資料（郷土資料）】

（吉行 淳之介） H316.8 現代アイヌの生活と地域住民
（小内 透）

H318.8 小樽志民運河保存運動の市民力
（外国文学） （石井 伸和）

953.7 星の王子さま H382.1 アイヌ民族命の継承（前沢 卓）
（ｱﾝﾄﾜｰﾇ ﾄﾞ ｻﾝ=ﾃｸﾞｼﾞｭﾍﾟﾘ） H726.1 義男の空volume11（エアーダイブ）



【おはなし】 【えほん】
（日本のおはなし） * E ねるじかん（鈴木 のりたけ）

* 913 ゲンちゃんはおサルじゃありません * E そうべえときじむなー
（阿部 夏丸） （たじま ゆきひこ）

* 913 体育館の日曜日ペットショップへ * E おしりどろぼう（陣崎 草子）
いくまえに（村上 しいこ） * E ちょうちょのためにドアを

913 わさびちゃんとひまわりの季節 あけよう（ルース　クラウス）
（わさびちゃん） * E はりねずみのおいしゃさん

（ふくざわ ゆみこ）
* E たなばたのねがいごと（村中 李衣）
* E つくえはつくえ（五味 太郎）
* E スサノオ日本の神話（飯野 和好）

（海外のおはなし） * E クマと少年（あべ 弘士）
* 933 ふたごのカウボーイ

（フローレンス　スロボドキン）
* 933 ホイホイとフムフムたいへんなさんぽ

（ﾏｰｼﾞｮﾘｰ ﾜｲﾝﾏﾝ ｼｬｰﾏｯﾄ）
* 973 ケンタウロスのポロス

（ロベルト　ピウミーニ）

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）


