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6月29日付で入った新着図書86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】 【芸術・スポーツ】
002.7 整理・整頓が人生を変える毎日が 706.9 美術館へ行こうときどきおやつ

イキイキするライフファイリングの方法 （伊藤 まさこ）
（小野 裕子）

【文学】
【社会科学】 910.2 あの人とあの本の話（瀧井 朝世）

314.8 中高生からの選挙入門（谷 隆一）
378 発達障害の子のためのハローワーク

6月29日付で入った新着図書86冊の分類
別

（読物）
379.9 マンガでわかる!子どもにちゃんと * F 嚙みあわない会話と、ある過去に

　図書の背についている丸い黄色の ついて（辻村 深月）

* F 真夜中の子供（辻 仁成）
* F 絶望キャラメル（島田 雅彦）

【自然科学】 * F 道具箱はささやく（長岡 弘樹）
470 雑草キャラクター図鑑物言わぬ植物 F ヘイ・ジュード（小路 幸也）

たちの意外な知恵と生態が1コマ
マンガでよくわかる（稲垣 栄洋）

471.1 実とタネキャラクター図鑑個性派 （随筆）
植物たちの知恵と工夫が 914.6 ババア★レッスン（安彦 麻理絵）
よくわかる（多田 多恵子）

481.7 動物の心知性 感情 言葉 社会
486.0 昆虫学者はやめられない裏山の奇人、 （外国文学）

徘徊の記（小松 貴） 933.7 パディントンベアの世界
498.5 マンガでわかるまるごと栄養図鑑正しい （ジャパンタイムズ）

健康の知識と管理をキャラクターが
教える（代居 真知子）

【地域資料（郷土資料）】
H211 いま学ぶアイヌ民族の歴史

【技術】 （加藤 博文）
589.7 懐かしの電子ゲーム大博覧会みんなが H291.1 道の駅ガイド北海道

夢中になった素晴らしき電子ゲーム
の世界（山崎 功）

（家政学・生活科学）
594.7 どんでん返しのバッグベーシックで

持ちやすく仕立てのきれいな（roll）
596 うまい!味が決まる!みそ・塩・

しょうゆのシンプルおかず
（おいしい家庭おかずの会）

596.3 かんたん!ヘルシー!魚の缶詰レシピ
（キッチンさかな）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）



【ぜんぱん】 【おはなし】
007 アルゴリズムえほん1（松田 孝） 910 石井桃子（竹内 美紀）
007 アルゴリズムえほん2（松田 孝）
007 アルゴリズムえほん3（松田 孝） （日本のおはなし）
007 アルゴリズムえほん4（松田 孝） * 913 ゆっくりおやすみ、樹の下で

【れきし】 （高橋 源一郎）
210 日本という国（小熊 英二） * 913 しゅくだいクロール（福田 岩緒）
280 マンガ年表歴史を変えた100人の人生 上 * 913 うさぎのマリーのフルーツパーラー
280 マンガ年表歴史を変えた100人の人生 下 （小手鞠 るい）
289 田尻智（菊田 洋之） * 913 ひきがえるにげんまん（最上 一平）
289 6月29日付で入った新着図書86冊の分類別 913 ノラネコぐんだんと海の果ての怪物
289 木戸孝允<桂小五郎>（落合 弘樹） （工藤 ノリコ）
290 世界の国ぐに大冒険（井田 仁康） 913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂9（廣嶋 玲子）

【しゃかい】 913 ルルとララのアニバーサリー・サンド
319 戦争体験を「語り」・「継ぐ」 （あんびる やすこ）

（大石 学） 913 サマーウォーズ（細田 守）
326 刑務所しか居場所がない人たち

（山本 譲司） 【えほん】
367 「ふつう」ってなんだ?（ReBit） * E はなびのひ（たしろ ちさと）
369 おばあちゃんが、ぼけた。 E 英語でもよめるじぶんだけのいろ

（村瀬 孝生） （レオ=レオニ）
378 手で読む心でさわるやさしい点字2 E ぐるりんラグりん（新井 洋行）

（日本点字委員会） * E 旅の絵本9（安野 光雅）
378 手で読む心でさわるやさしい点字3 * E へんしんたんてい（あきやま ただし）

（日本点字委員会） * E あかちゃんがどんぶらこ!
【りか】 （アラン　アールバーグ）

407 科学の実験大図鑑 * E あのねあのね（えがしら みちこ）
（ロバート　ウィンストン） * E ぼく、おたまじゃくし?（田島 征三）

410 算数の図鑑（キャロル　ヴォーダマン） * E またまた ねえ、どれがいい?
450 絶景ビジュアル図鑑 （ジョン　バーニンガム）

（神奈川県立生命の星　地球博物館） * E おしっこちょっぴりもれたろう
480 あべ弘士どうぶつクイズ教室（あべ 弘士） （ヨシタケ シンスケ）

【こうぎょう】 E 村じゅうみんなで（ﾋﾗｲｰ ﾛﾀﾞﾑ ｸﾘﾝﾄﾝ）
519 わたしたちの地球環境と天然資源1 E ききいっぱつねこざかな

（本間 愼） （わたなべ ゆういち）
519 有害物質のサバイバル E かわいいかわいいだーいすき

（スウィートファクトリー） （北川 チハル）
519 こどもかんきょう絵じてん（木俣 美樹男） E アンパンマンとバイキンてつのほし

【さんぎょう】 （やなせ たかし）
653 みぢかな樹木のえほん E 心ってどこにあるのでしょう?

（国土緑化推進機構） （こんの ひとみ）
【げいじゅつ】 E ピーターラビット やさいばたけで、

784 羽生結弦（満薗 文博） おおさわぎ!（的場 容子）
786 ジャングルのサバイバル9（洪 在徹） E みえた!ｼﾞｬﾝｸﾞﾙのおく（ｷｬﾛﾝ ﾌﾞﾗｳﾝ）

【ほっかいどうの本】 E みえた!からだのなか（ｷｬﾛﾝ ﾌﾞﾗｳﾝ）
H510 歴史と人物でたどる日本の偉大な E What happens next?（Shinsuke oshitake）

建造物!1 E Can I build another me?（Shinsuke Yoshitake）

R407 なぜ?の図鑑 科学マジック（藤嶋 昭） E It might be an apple（Shinsuke Yoshitake）

R645 なぜ?の図鑑 ネコ（今泉 忠明） E (ﾄﾞｰﾘﾝｸﾞ　ｷﾝﾀﾞｰｽﾘｰ社編集部）

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）


