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8月8日付で入った新着図書92冊（一般書61冊、

児童書31冊）の分類別一覧です。

図書の背についている丸い青色のシールが

目印です。



【総記】 596.2 地球のかじり方 世界のレシピBOOK
049 信じようと信じまいと（R.L.リプレー） （地球の歩き方編集室）
070.2 オッサンの壁（佐藤 千矢子） 596.3 パスタ世界チャンピオンが教える

おうち激ウマパスタ（弓削 啓太）
【哲学】 596.3 JA全農広報部さんにきいた世界一おいしい

B159 教えて、修造先生!（松岡 修造） 野菜の食べ方（JA全農広報部）
596.6 日本ご当地パン大全（辰巳出版）

【歴史】
291.0 中央分水嶺を旅する（栗田 貞多男） 【産業】

615.8 今さら聞けない除草剤の話きほんのき
【社会科学】 （農文協）

315.1 日本共産党（中北 浩爾） 615.8 今さら聞けない農薬の話きほんのき
318.6 地域でアクションリサーチ（平井 太郎） （農文協）
329.9 無国籍と複数国籍（陳 天璽） 629.3 水辺のプレイフルインフラ
361.8 ほんとうの多様性についての話をしよう （建設技術研究所国土文化研究所）

（サンドラ　ヘフェリン）
367.7 最期まで在宅おひとりさまで機嫌よく 【芸術・スポーツ】

（上野 千鶴子） 726.1 少年と犬（馳 星周）
369.2 闘病した医師からの提言iPadがあなたの生活を 726.1 税金で買った本1（ずいの）

より良くする（安保 雅博） 726.1 税金で買った本2（ずいの）
374.1 ボードゲーム教育（加賀 俊介） 767.8 桑田佳祐論（スージー鈴木）
374.3 今すぐ使えるかんたんGoogle for Education 778.0 マイ修行映画（みうら じゅん）

（電算システム）
【言語】

【自然科学】 802 あなたの知らない、世界の希少言語
430.7 化学技術者・研究者になるには（堀川 晃菜） （ゾラン　ニコリッチ）
469.6 遺伝学者、レイシストに反論する 810.7 やさ日まんがJAPANガイド（小川 清美）

（アダム　ラザフォード）
481.1 生きもの毛事典（保谷 彰彦） 【文学】

910.2 「私」という男の生涯（石原 慎太郎）
（医学・薬学）

490.1 自分らしい最期を生きた人の9つの物語 （読物）
（前田 和哉） F 禁猟区（石田 衣良）

495.1 大人の女性の心と体をととのえる F 鷹の系譜（堂場 瞬一）
更年期改善レシピ（対馬 ルリ子） F オリーブの実るころ（中島 京子）

498.5 中年女子のゆる薬膳。（池田 陽子） F 青の先で、きみを待つ。（永良 サチ）
498.7 10秒で治る!子どものねこ背のばし（小林 篤史）F 晩秋行（大沢 在昌）
498.8 うつの人のリワークガイド（五十嵐 良雄） F こんな日のきみには花が似合う（蒼井 ブルー）

F 両手にトカレフ（ブレイディみかこ）
【技術】 F カレーの時間（寺地 はるな）

538.9 僕たちはいつ宇宙に行けるのか（山崎 直子） F 爆弾（呉 勝浩）
559.7 原爆投下、米国人医師は何を見たか F 二重らせんのスイッチ（辻堂 ゆめ）

（ジェームズ　L.ノーラン Jr.） F 八月の母（早見 和真）
560 元素のふるさと図鑑（西山 孝） F さよなら、田中さん（鈴木 るりか）

BF クラスメイツ前期（森 絵都）
（家政学・生活科学） BF クラスメイツ後期（森 絵都）

593.3 いちばんよくわかるパターンレーベルの BF 異動辞令は音楽隊!（内田 英治）
子供服ソーイングLESSON BOOK（片貝 夕起）

594.9 シンプルかわいいマニキュアでつくる （随筆）
フラワーアクセサリー（いわせ あさこ） 914.6 小さいわたし（益田 ミリ）

595.6 ぽっこりお腹を狙い撃ち（松井 薫） 914.6 今日もごきげんよう（松浦 弥太郎）
596 motoさんの家族のおかわりがとまらない! 914.6 この世の真実が見えてくる（井上 ひさし）

がっつりおかずとがっつり丼（moto）
【地域資料（郷土資料）】

HF 鯨の岬（河崎 秋子）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）



【ぜんぱん】 【おはなし】
019 13歳からの「差がつく読書術」心にささる （日本のおはなし）

1冊と出会える本（大居 雄一） 913 おひさまやのハンカチ（茂市 久美子）
031 かいけつゾロリのわくわくクイズ本ノック! 913 遊園地脱出ゲーム（いぬじゅん）

（原 ゆたか） 913 5分で読書（更伊 俊介）
913 しゅくだいドッジボール（福田 岩緒　）

【いきかた】 913 生まれかわりのポオ（森 絵都）
104 言葉を生きる（池田 晶子） 913 はれ晴れ池をさがして（宇佐美 牧子）

【れきし】 （海外のおはなし）
210 日本の歴史別巻[2-1]（山本 博文） 933 ズートピア（スーザン　フランシス）
210 日本の歴史別巻[2-2]（山本 博文）
210 日本の歴史別巻[2-3]（山本 博文） 【えほん】

E 恐竜トリケラトプスとウミトカゲ
【りか】 （黒川 みつひろ　）

454 のぞく図鑑穴（宮田 珠己　） E まっくらあそびしようよ!（はた こうしろう）
494 だれよりも速く走る義足の研究（遠藤 謙） E ことりのメルおっこちる

（コーリー　R.テイバー）
【こうぎょう】 E がっこうにまにあわない

530 押す図鑑ボタン（西村 まさゆき　） （ザ　キャビンカンパニー　）
E ドーナツペンタくん（柴田 ケイコ）

【さんぎょう】 E きょうはおうちでなつまつり（新井 悦子）
602 ドラえもん社会ワールド社会がよくわかる! E おばけのかわをむいたら（たなか ひかる）

産業とくらし（藤子　F　不二雄） E ぜったいにおしちゃダメ?（ビル　コッター）
645 迷子になったペットを探せ!（高橋 うらら） E 「じぶん」のはなし（ようろう たけし）

E きょうは選挙の日。（塚本 やすし）
【げいじゅつ】 E でんせつのチョコレート（みやにし たつや）

798 すみっコぐらしまちがいさがし E おべんとうばあ!（のぶちか めばえ）
ところかまわずすみっコ編（主婦と生活社）

こんな日のきみには花が似合う（蒼井 ブルー）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

寒い冬の朝、１４歳のミアは短くなった制服のスカートをはき

図書館の前に立っていた。そこで出会ったのはカネコフミコの自伝。

本を夢中で読み進めるうちに、ミアは同級生の誰よりもフミコ

が近くに感じられて・・・。

「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」で貧困や人種

差別を綴った著者が、フィクションでしか書きえなかった物語です。

「両手にトカレフ」 ブレイディみかこ・著


