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7月18日付で入った新着図書104冊の分類別

　一覧です。

　図書の背についている丸い赤色の

　シールが目印です。



【哲学】 （医学・薬学）
100 世界の哲学者の言葉から学ぼう 493.4 「便」と「尿」の悩みをスッキリ解決

（小川 仁志） する本（「きょうの健康」番組制作班）
146.8 「こころ」を健康にする本（大野 裕） 493.7 脳梗塞 脳出血 くも膜下出血
159.8 幸せの鍵が見つかる世界の美しいことば （高木 誠）

（前田 まゆみ） 498.1 病院というヘンテコな場所が教えて
くれたコト。（仲本 りさ）

498.3 「水」に価値がついた日（森澤 紳勝）
【社会科学】 498.3 ゆる健康大全（石原 新菜）

312.5 24歳の僕が、オバマ大統領のスピーチ 498.5 ｶﾛﾘｰ貯金ﾀﾞｲｴｯﾄ（ﾎﾈﾎﾈﾛｯｸ）
ライターに?!（デビッド　リット） 499.1 医者からもらった薬がわかる本

330 経済まるわかり（大江 英樹） 2018-2019年版(第31版)
338.7 住宅ローンのしくみがわかる本 （医薬制度研究会）

（楯岡 悟朗）
361.4 「言いにくいこと」をハッキリ伝えても

なぜか好かれる話し方（藤由 達藏） 【技術】
367.9 少女のための性の話（三砂 ちづる） 538.9 宇宙ビジネスの衝撃（大貫 美鈴）
369.2 看護師も涙した老人ホームの素敵な話 578.4 プラスチック知られざる世界

（小島 すがも） （齋藤 勝裕）
376.1 3000万語の格差（ダナ　サスキンド） 588.5 ビールの図鑑（日本ビール文化研究会）
378 誤学習・未学習を防ぐ!発達の気になる 588.5 大人のためのワイン絵本

子の「できた!」が増えるトレーニング （ファニー　ダリュセック）
（橋本 美恵）

（家政学・生活科学）
【自然科学】 590 みんなの丁寧な暮らし日記

427.5 エックス線物語（馬場 祐治） （みんなの日記編集部）
442 星空がもっと好きになる 591 50代のいま、やっておくべきお金のこと

（駒井 仁南子） （中村 芳子）
460 「生物」のことが一冊でまるごとわかる 596 レトルトの女王のアイデアレシピ

（大石 正道） ラクラクごはん（今泉 マユ子）
470 散歩が楽しくなる雑草手帳 596 料理研究家がうちでやっているラクして

（稲垣 栄洋） 楽しむ台所術（林 幸子）
480.4 人間の偏見動物の言い分（高槻 成紀） 596 女子栄養大学の誰も教えてくれない
480.7 水族館の文化史（溝井 裕一） 発酵食のすべて（五明 紀春）
481.7 先生、オサムシが研究室を掃除して 596.3 野菜と栄養たっぷりな具だくさんの

います!（小林 朋道） 主役サラダ200（エダジュン）
486.0 昆虫戯画びっくり雑学事典 596.6 サラダサンド（庄司 いずみ）

（丸山 宗利） 596.9 節約女王のお金が貯まる冷蔵庫
（武田 真由美）

【芸術・スポーツ】
709.1 国宝の解剖図鑑（佐藤 晃子）
726.6 あなたのことがだいすき 【産業】

（えがしら みちこ） 629.7 散歩が楽しくなる樹の手帳（岩谷 美苗）
726.6 ピーターラビットの仲間たち写真集 674.2 アイデアの発見（杉山 恒太郎）

（菜十木 ゆき） 689.5 ニッポンおみやげ139景（豊嶋 操）
757.3 日本の色図鑑（吉田 雪乃）
786.1 これからはじめる山歩き

（好日山荘おとな女子登山部）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）



（読物）
* F 天地に燦たり（川越 宗一）
* F 堕天使たちの夜会（福田 和代）

【文学】 * F 絵金、闇を塗る（木下 昌輝）
909.3 小学生のうちに読みたい物語 * F 泥濘（黒川 博行）

（対馬 初音） F 万引き家族（是枝 裕和）
910.2 日本のヤバい女の子（はらだ 有彩） F ふたつの夏（谷川 俊太郎）
911.0 一日の言葉、一生の言葉（白井 明大） * F TIMELESS（朝吹 真理子）
911.4 サラリーマン川柳やみつき傑作選 * F 星夜航行上巻（飯嶋 和一）

（やく みつる） * F 星夜航行下巻（飯嶋 和一）
911.4 楽しく上達できる川柳入門表現のコツ50 * F もう「はい」としか言えない

（杉山 昌善） （松尾 スズキ）
* F 本性（伊岡 瞬）
* F 不在（彩瀬 まる）

（随筆） * F 雨降る森の犬（馳 星周）
* 914.6 人生百年時代の「こころ」と「体」の * F 火影に咲く（木内 昇）

整え方（五木 寛之） * F 空港時光（温 又柔）
914.6 納得して死ぬという人間の務めについて * F 火のないところに煙は（芦沢 央）

（曽野 綾子） * F 師弟の祈り（仁木 英之）
* 914.6 しない。（群 ようこ） * F 天子蒙塵第3巻（浅田 次郎）

914.6 一日の苦労は、その日だけで十分です * F 失楽園のイヴ（藤本 ひとみ）
（三浦 綾子） * F さしすせその女たち（椰月 美智子）

914.6 バブルを抱きしめて（島村 洋子） * F ライトマイファイア（伊東 潤）
914.6 愛することば あなたへ（瀬戸内 寂聴） * F 完全犯罪の死角（香納 諒一）
916 ちびといつまでも（柏原昇店） * F ポストカプセル（折原 一）

* F スタンドアップ!（五十嵐 貴久）
* F 官邸襲撃（高嶋 哲夫）

【地域資料（郷土資料）】 * F 火花散る（あさの あつこ）
H740.2 北国からの手紙（井上 浩輝） F 火環(ひのわ)（村田 喜代子）
H291.1 北海道登山口情報400

（全国登山口調査会）
HF 弁当屋さんのおもてなし[3]

（喜多 みどり）



【れきし】 【げいじゅつ】
290 世界の国と地域ずかん（井田 仁康） 798 すみっコぐらしまちがいさがし

あっちもこっちもすみっコ編
（主婦と生活社）

【しゃかい】
369 もしときサバイバル術Jr.（片山 誠）
371 いじめ 心の中がのぞけたら4（本山 理咲）
388 世界モンスターMAP 【えほん】

（スチュアート　ヒル） * E モンゴル大草原800年
（イチンノロブ　ガンバートル）

* E シルクロードのあかい空
【りか】 （イザベル　シムレール）

410 はてなし世界の入口（森 毅） * E このいえもむかしは
454 どうくつをたんけんする（堀内 誠一） （ジュリー　フォリアーノ）
458 石ころ地球のかけら（桂 雄三）
480 ざんねんないきもの事典続々（今泉 忠明）

481 うみのいきもの1000
（ニッキー　ダイソン）

【おはなし】
（日本のおはなし）

* 913 ヨッちゃんのよわむし（那須 正幹）
913 絶叫学級[22]（いしかわ えみ）

* 913 こだわっていこう（村上 しいこ）

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）


