
 

 
 

（平成２１年１２月２２日～平成２２年１月２１日まで） 

２０１０・１月号 

 

（請求記号／140.4 ナ） 

 

（請求記号／451.9 ス） 

 

「レジ待ちの行列、 

 進むのが早いのはどちらか」 

内藤誼人 著 

「なるほど！北海道のお天気」 

菅井貴子 著 

幻冬舎 北海道新聞社 

 

稚内市立図書館 
貸出中の図書は予約もできます。どうぞご利用ください。 



今月のおすすめ図書 

「レジ待ちの行列、進むのが早いのはどちらか」 

内藤誼人 著 幻冬舎

 

 

面接で採用されやすいのは？ ダイエット効果のあ

るコースは？ 「こっそり知りたい」ことが一瞬でわか

る！ 日常生活のあらゆる場面で有利な行動をとるこ

とができる、賢く生きるための３７の知恵をイラストで

紹介する。  

             （請求記号／140.4 ナ）

「なるほど！北海道のお天気」 

 菅井貴子 著 北海道新聞社

 

 

 NHK 朝の番組の気象キャスターがおくる、お天気よ

もやま話。北海道でも熱中症にはご用心、台風が呼ぶサ

ケ、厳しい冬を越す北の動物たち、流氷の影響など、北

海道のお天気に関する話題が満載。 

 （請求記号／451.9 ス）

「みうたさんのお芋の菓子箱」 

 江島雅歌 著 農山漁村文化協会 

 

１０種類のお芋を使った、ちょっと「大人感」のあ

るお菓子レシピを紹介。さといものきんとん、長いも

の米粉マフィン、安納いものジェラートなど、小麦・

卵・牛乳・白砂糖なしで作れる、からだにやさしいお

菓子が満載。            

（請求記号／596.6 エ）

「またまたぶたのたね」 

佐々木マキ 作      偕成社

 

 

走 る の が 遅 い オ オ カ ミ は ま だ ぶ た を た べ た こ と があ

りません。ある日、きつねはかせから「ぶたのたね」を

もらいますが・・・。今度こそぶたを食べることができ

るのでしょうか？人気シリーズの第 3 弾です。 

  （児童書・請求記号／Ｅブタ）
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本の背についているラベルには内容を表す数字（分類番号）と、

著者やタイトルのはじめの一文字（著者記号）が書かれています。

この２つをあわせて「請求記号」といい、本は基本的にこの順番に

沿って並んでいます。請求記号を知っていると、本を探すときに大

変便利です。 

＊分類番号（日本十進分類法に従っています）＊ 

０類 総記 

   （図書館、図書、一般論文集、ジャーナリズム、叢書など） 

１類 哲学・宗教 

   （哲学、心理学、倫理学、宗教など） 

２類 歴史・地理 

   （歴史、伝記、地理など） 

３類 社会科学 

   （政治、法律、経済、社会、教育、風俗習慣、国防など） 

４類 自然科学 

   （数学、理学、医学など） 

５類 技術 

   （工学、工業、インテリア、料理、手芸、育児、美容など） 

６類 産業 

   （農林水産業、商業、運輸、通信など） 

７類 芸術 

   （美術、音楽、演劇、スポーツ、娯楽など） 

８類 言語 

９類 文学    
 

 また、数字のはじめにアルファベットは、本の場所や種類を表

しています。全部で 7 種類あり、次のような意味があります。 

Ｈ→郷土資料  Ｒ→参考図書  Ｋ→樺太資料 

Ｅ→えほん Ｃ→紙しばい Ｌ→大活字本 Ｂ→文庫本 

＊ 詳しいことは図書館職員までお気軽にお尋ねください。＊ 



新着案内1月号（一般書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
002.7 ﾁ 知の現場 久恒　啓一 東洋経済新報社

002.7 ﾃ 手帳３００％活用術
日本能率協会
マネジメントセンター

日本能率協会
マネジメントセンター

002.7 ﾅ １００円ノート「超」メモ術 中公　竹義 東洋経済新報社
007.1 ｳ なぜコンピュータの画像はリアルに見えるのか 梅津　信幸 ＮＴＴ出版
007.3 ｸﾞ Ｇｏｏｇｌｅの全貌 日経コンピュータ 日経ＢＰ社
007.3 ﾈ ネットの高い壁 国際社会経済研究所 ＮＴＴ出版
019 ｻ お好みの本、入荷しました 桜庭　一樹 東京創元社
140.4 ﾅ レジ待ちの行列、進むのが早いのはどちらか 内藤　誼人 幻冬舎
141.3 ﾄ 忘却の整理学 外山　滋比古 筑摩書房
147 ｷﾞ 新耳袋勝手にしやがれ ギンティ小林 洋泉社
147 ｷﾞ 新耳袋大逆転 ギンティ小林 洋泉社
147 ｷ 2 九十九怪談　第２夜 木原　浩勝 角川書店
159 ｱ 一生折れない自信のつくり方 青木　仁志 アチーブメント出版
159 ｵ お金の現実 岡本　吏郎 ダイヤモンド社
159 ｹ 続かない女のための続ける技術 剣持　まよ サンクチュアリ・･パブリッシング

159 ﾅ なぜあの人は整理がうまいのか 中谷　彰宏 ダイヤモンド社
159 ﾋ 「損する生き方」のススメ ひろ　さちや フォレスト出版
159 ﾖ 大好きに生きろ！ 吉野　敬介 東京書籍
159.7 ﾕ 夢を実現する技術 「学生キャリア新聞」編集部 講談社
186.8 ﾌﾞ 仏像イラストガイド 現代仏像研究委員会 カンゼン
229.2 ｷ オホーツクの古代史 菊池　俊彦 平凡社
302.1 ﾙ ルポ日本の縮図に住んでみる 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社

304 ﾀﾞ 地球温暖化戦争 グウィン・ダイヤー 新潮社
304 ﾆ 10 日本の論点　２０１０ 文芸春秋 文芸春秋
317.6 ｳ 公文書等の管理に関する法律 宇賀　克也 第一法規
318.1 ﾅ ４７都道府県これマジ！？条例集 長嶺　超輝 幻冬舎

320 ｽ
すぐに役立つ老後を安心して暮らすための暮らしの
                        法律知識とトラブル相談マニュア

大門　則亮 三修社

324.1 ｽﾞ 図解社団法人・財団法人のしくみ 朝日ビジネスソリューション株式会社 中央経済社
326.4 ﾎ 死刑の基準 堀川　惠子 日本評論社
329.6 ﾅ パール判事 中島　岳志 白水社
333.6 ｲ 経済危機は世界に何をもたらしたか 伊藤　元重 東洋経済新報社
335.1 ﾑ 3 カンブリア宮殿　村上竜×経済人　３ 村上　竜 日本経済新聞出版社

335.1 ﾑ 4 カンブリア宮殿　村上竜×経済人　４ 村上　竜 日本経済新聞出版社

336 ﾖ 吉越式会議 吉越　浩一郎 講談社
336.4 ﾋ 平林都の接遇道 平林　都 大和書房

365 ｽ
すぐに役立つ図解とＱ＆Ａでスッキリ！
悪質商法の手口と実践的解決法ケース別８４

大門　則亮 三修社

365.3 ｲ 家づくりのダンドリ エクスナレッジ
366.1 ｻ “３５歳”を救え ＮＨＫ「あすの日本」プロジェクト 阪急コミュニケー･ションズ

367.2 ﾁ 地域から変える女性たちが変える 市川房枝記念会出版部 市川房枝記念会出版部

367.6 ﾐ 3 あおぞらの星　３ 水谷　修 日本評論社
367.7 ｼ 島田洋七の老いてますます、おもろい人生 島田　洋七 日本文芸社
368.7 ﾋ 明治大正昭和不良少女伝 平山　亜佐子 河出書房新社
369.4 ﾖ 子どものいない夫婦のための里親ガイド 吉田　奈穂子 明石書店
371.7 ﾅ 学力の社会科学 中内　敏夫 大月書店
372.1 ｲ 学校の先生が国を滅ぼす 一止　羊大 産経新聞出版
374.6 ｵ ストップ！自子チュー 小野田　正利 旬報社
376.1 ﾀ びっくり！おもしろ空気遊び 立花　愛子 チャイルド本社
377.2 ｶ 大学改革 川本　八郎 中央公論新社
379.9 ｶ 男の子がやる気になる子育て 川合　正 かんき出版
402.9 ｶ 地球環境を映す鏡南極の科学 神沼　克伊 講談社
421 ｳ 物質のすべては光 フランク・ウィルチェック 早川書房
443.9 ｹﾞ アインシュタインの望遠鏡 エヴァリン・ゲイツ 早川書房
451.9 ｽ なるほど！北海道のお天気 菅井　貴子 北海道新聞社
480.7 ﾓ もっと知りたい旭山動物園 旭山動物園 平凡社
486.7 ﾃ アリハンドブック 寺山　守 文一総合出版
487.7 ｱ カツオ・マグロのひみつ 阿部　宏喜 恒星社厚生閣
488.0 ﾌ 新庭に鳥を呼ぶ本 藤本　和典 文一総合出版
488.9 ﾐ カラスのお宅拝見！ 宮崎　学 新樹社
493.3 ﾜ 風邪とごはん 渡辺　有子 筑摩書房



新着案内1月号（一般書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
493.7 ｶ 心の休ませ方・４０のヒント 加藤　諦三 ＰＨＰ研究所
494.5 ﾔ 新・がん５０人の勇気 柳田　邦男 文芸春秋
495.1 ﾎ だって更年期なんだもーん ほしば　あやこ 主婦の友社
497.9 ｲ 「息さわやか」の科学 川口　陽子 明治書院
498.3 ｶ 「イヤなこと」を上手にやり過ごす本 鴨下　一郎 大和書房
498.5 ｱ 「安心な食品」の見分け方 安部　司 祥伝社
498.5 ﾎﾟ あなたは、なぜ太ってしまうのか？ バリー・ポプキン 朝日新聞出版
507.9 ﾃ 「鉄道模型」の教科書 ディディエフ 実業之日本社
511.2 ﾏ 災害列島日本の地盤を探る 前野　昌弘 日刊工業新聞社
518.8 ﾀ 小樽運河ものがたり 田村　喜子 鹿島出版会
523.1 ﾏ 1 失われた近代建築　１ 増田　彰久 講談社
527.1 ｼﾞ 住宅プラン図鑑 日経アーキテクチュア 日経ＢＰ社
538.7 ｽ 甦る零戦 春原　剛 新潮社
538.9 ｼﾞ 大人の宇宙図鑑 デビッド・ジェファリス 日経ナショナル･ジオグラフィック社

540 ﾌﾟ プロが教える電気のすべてがわかる本 谷腰　欣司 ナツメ社
543.7 ﾓ もっとくわしく知りたい太陽光発電のすべて ニュートンプレス
547.4 ﾖ 子どもをネットから守り、ネットで育てる 吉田　賢治郎 翔泳社
565.5 ｱ アルミの科学 山口　英一 日刊工業新聞社
572.1 ｷ 電池が一番わかる 京極　一樹 技術評論社
588.5 ﾅ 第３のビールは、なぜビールの味がするのか？ 夏目　幸明 技術評論社
589.2 ﾆ 西村玲子のいつだって着こなし上手 西村　玲子 朝日新聞出版
590.4 ﾔ わたしの節約ノート 山本　ふみこ ＰＨＰエディターズ・グループ

591 ﾅ 働く女（ひと）のお金のルール 中島　牧子 明日香出版社
592.7 ｷ 基本の日曜大工 学研パブリッシング
594.3 ｻ 裂き編みでつくる暮らしの雑貨 青春出版社
594.6 ﾊ はじめてのビーズ編み立体＆ミニモチーフパターン１００ アップルミンツ
596 ｲ 冷凍おかず節約レシピ 岩崎　啓子 日本文芸社
596 ｳ ウー・ウェンの体をあたためるレシピ ウー　ウェン 家の光協会
596 ｴ おうちで、かんたん元気が出る保存食 江上　佳奈美 祥伝社
596 ｼ 食品保存節約マニュアル 講談社 講談社
596 ﾄﾞ ふだんの料理がおいしくなる理由 土井　善晴 講談社
596.0 ｼ ホルモン焼きの丸かじり 東海林　さだお 朝日新聞出版
596.2 ﾐ いちばんやさしい！いちばんおいしい！キッシュ＆タルト 三宅　郁美 日東書院本社
596.4 ｵ おせちとお正月料理１６５点 ブティック社
596.6 ｳﾞ 最高にかわいいお菓子マカロン ステファン　ヴュー ＰＨＰ研究所
596.6 ｴ みうたさんのお芋の菓子箱 江島　雅歌 農山漁村文化協会
596.7 ｽ 英国・カントリーとっておきのティープレイスへ スチュワード麻子 河出書房新社
597.9 ｵ 目からウロコのお掃除の裏ワザ 沖　幸子 ＰＨＰ研究所
599 ｾﾞ ０～３才心と脳をすくすく育てる本 小西　行郎 学研パブリッシング
611.7 ｱ 農業で儲けたいならこうしなさい！ 有坪　民雄 ソフトバンククリエイティブ

611.7 ｽﾞ 図解次世代農業ビジネス 井熊　均 日刊工業新聞社
613.4 ﾎﾞ ボカシ肥・発酵肥料 農文協 農山漁村文化協会
615.7 ﾉ 農家が教える混植・混作・輪作の知恵 農文協 農山漁村文化協会
626 ﾅ ４７都道府県・地野菜／伝統野菜百科 成瀬　宇平 丸善
626.9 ﾔ 野菜づくり畑の教科書 板木　利隆 家の光協会
657 ﾉ 野山・里山・竹林　楽しむ、活かす 農文協 農山漁村文化協会
664.6 ｱ サケ学入門 阿部　周一 北海道大学出版会
666.9 ｺ 海水魚・サンゴ１０００種図鑑 小林　道信 誠文堂新光社
673.9 ﾋ 会社のために働くな！ 東原　俊郎 ダイヤモンド社
683.9 ｿ 港湾ビジネスの国際交流 染谷　昭夫 丸善プラネット
726.5 ｲ ダヤンのたからモノがたり 池田　あきこ 主婦と生活社
726.5 ﾁ お日さまお月さまお星さま カート・ヴォネガット 国書刊行会
751.1 ﾓ 北海道のうつわびと 森広　広絵 中西出版
754.9 ｲ なつかしモチーフの手づくりカード 伊藤　絵里子 飛鳥新社
754.9 ｸ 暮らしの折り紙とかわいい紙小物 主婦の友社 主婦の友社
754.9 ｽ 布と紙で作るかわいいデコ小箱 スギザキ　メグミ 主婦の友社
754.9 ﾅ Ｐａｐｅｒ×ｐａｐｅｒ 中林　うい 文化出版局
758 ｳ 美しい椅子がわかる本 成美堂出版編集部 成美堂出版
772.1 ｺﾞ ゴクミ 後藤　久美子 講談社
778.2 ｳ シネマの名匠と旅する「駅」 臼井　幸彦 交通新聞社
778.2 ﾏ マイファニーフェイス／オードリー・ヘプバーン ＳＣＲＥＥＮ編集部 近代映画社
781.4 ｲ 若さを伸ばすストレッチ 伊藤　マモル 平凡社



新着案内1月号（一般書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
783.7 ｼ 12 シリーズにっぽんの高校野球　１２ ベースボール・マガジン社

795 ｼﾞ 実戦でできる戦いの手筋 小林　覚 ユーキャン
795 ｼﾞ 実戦でできる打ち込み、荒らしの手筋 小林　覚 ユーキャン
809.4 ｶ 毒舌の会話術 梶原　しげる 幻冬舎
809.4 ﾍﾞ ムカつく相手を一発で黙らせるオトナの対話術 バルバラ・ベルクハン 阪急コミュニケー･ションズ

836 ｴ Ｇｏｏｇｌｅ英文ライティング 遠田　和子 講談社インターナショナル

837.8 ｵ 恋人たちの英語のバイエル 大西　泰斗 朝日新聞出版
901.3 ｱ 本格ミステリの王国 有栖川　有栖 講談社
901.3 ｺ 10 このミステリーがすごい！　２０１０年版 宝島社
902.0 ｻ 作家の家 Ｆ．プレモリ＝ドルーレ 西村書店
910.2 ﾔ 3 山崎豊子自作を語る　３ 山崎　豊子 新潮社
911.0 ｻ 佐高信の俳論風発 佐高　信 七つ森書館
911.1 ﾖ まんが百人一首 吉原　幸子 平凡社
911.4 ｻ 9 「サラ川」傑作選　くぶくりん 山藤　章二 講談社
913.6 ｱ 夜のだれかの玩具箱 あさの　あつこ 文芸春秋
913.6 ｱ ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ 浅倉　卓弥 ポプラ社
913.6 ｱ 深夜零時に鐘が鳴る 朝倉　かすみ マガジンハウス
913.6 ｱ いつか他人になる日 赤川　次郎 角川書店
913.6 ｱ 1 竜馬伝　１ 福田　靖 日本放送出版協会
913.6 ｲ 桜下の決闘 犬飼　六岐 講談社
913.6 ｲ ≠の殺人 石崎　幸二 講談社
913.6 ｲ Ｉｎｖｉｔａｔｉｏｎ 江国　香織 文芸春秋
913.6 ｲ 夢ほりびと 池永　陽 文芸春秋
913.6 ｲ 1 親鸞　上 五木　寛之 講談社
913.6 ｲ 2 親鸞　下 五木　寛之 講談社
913.6 ｳ 達成の人 植松　三十里 中央公論新社
913.6 ｳ 天地明察 冲方　丁 角川書店
913.6 ｴ 烏有此譚 円城　塔 講談社
913.6 ｴ 後藤さんのこと 円城　塔 早川書房
913.6 ｵ 水死 大江　健三郎 講談社
913.6 ｵ 兇弾 逢坂　剛 文芸春秋
913.6 ｵ 私の家では何も起こらない 恩田　陸 メディアファクトリー
913.6 ｵ 1 欧亜純白（ユーラシアホワイト）　１ 大沢　在昌 集英社
913.6 ｵ 2 欧亜純白（ユーラシアホワイト）　２ 大沢　在昌 集英社
913.6 ｶ 天才までの距離 門井　慶喜 文芸春秋
913.6 ｶ 審理炎上 加茂　隆康 幻冬舎
913.6 ｶ ｙｅｓ－お父さんにラブソング－ 川上　健一 ＰＨＰ研究所
913.6 ｶ オディールの騎士 茅田　砂胡 中央公論新社
913.6 ｶ ＴＲＩＰ　ＴＲＡＰ 金原　ひとみ 角川書店
913.6 ｷ 夜明けの橋 北　重人 新潮社
913.6 ｷ 火の闇 北　重人 徳間書店
913.6 ｸ 山内一豊の妻の推理帖 鯨　統一郎 光文社
913.6 ｸ 契約の紋章 九条　菜月 中央公論新社
913.6 ｸ 消された竜馬 楠木　誠一郎 講談社
913.6 ｺ 蒼き狼の血脈 小前　亮 文芸春秋
913.6 ｼ 十字架 重松　清 講談社
913.6 ｼ リライブ 小路　幸也 新潮社
913.6 ｼ ブラック・ローズ 新堂　冬樹 幻冬舎
913.6 ﾀ 乱神 高嶋　哲夫 幻冬舎
913.6 ﾀ 元禄百妖箱 田中　啓文 講談社
913.6 ﾀ おぼろ月 谷村　志穂 祥伝社
913.6 ﾀﾞ 罪火 大門　剛明 角川書店
913.6 ﾂ 抱擁 辻原　登 新潮社
913.6 ﾄ きままな娘わがままな母 藤堂　志津子 集英社
913.6 ﾄ 赤報隊始末 東郷　隆 徳間書店
913.6 ﾄﾞ １０－ｔｅｎ－ 堂場　瞬一 ＰＨＰ研究所
913.6 ﾅ 世界は俺が回してる なかにし　礼 角川書店
913.6 ﾅ ウィーン家族 中島　義道 角川書店
913.6 ﾅ ズッコケ中年三人組ａｇｅ４４ 那須　正幹 ポプラ社
913.6 ﾅ 紫影の花嫁 夏目　翠 中央公論新社
913.6 ﾆ 難民探偵 西尾　維新 講談社
913.6 ﾆ 死のスケジュール天城峠 西村　京太郎 角川書店



新着案内1月号（一般書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
913.6 ﾊ 私のこと、好きだった？ 林　真理子 光文社
913.6 ﾊ 炎帝花山 萩　耿介 日本経済新聞出版社

913.6 ﾊ 明日、アリゼの浜辺で 秦　建日子 新潮社
913.6 ﾋ 俺、リフレ ヒキタ　クニオ 角川書店
913.6 ﾋ 花世の立春 平岩　弓枝 文芸春秋
913.6 ﾏ 駅路 松本　清張 新潮社
913.6 ﾏ 老人賭博 松尾　スズキ 文芸春秋
913.6 ﾐ 扉守 光原　百合 文芸春秋
913.6 ﾐ 太陽の庭 宮木　あや子 集英社
913.6 ﾔ まねき通り十二景 山本　一力 中央公論新社
913.6 ﾔ あたしはビー玉 山崎　ナオコーラ 幻冬舎
913.6 ﾔ 坂道の向こうにある海 椰月　美智子 講談社
913.6 ﾘ 2-2 うみねこのなく頃に　Ｅｐｉｓｏｄｅ２下 竜騎士０７ 講談社
914.6 ｱ 文学の門 荒川　洋治 みすず書房
914.6 ｲ ふふふふ 井上　ひさし 講談社
914.6 ｶ 知的生産な生き方 鎌田　浩毅 東洋経済新報社
914.6 ｼ 俺ひとり 白川　道 幻冬舎
914.6 ﾂ 教授の異常な弁解 土屋　賢二 文芸春秋
914.6 ﾄ 自分の頭で考える 外山　滋比古 中央公論新社
914.6 ﾊ つくも神さん、お茶ください 畠中　恵 新潮社
914.6 ﾎ 3 奥さまはマリナーゼ　３ ほしの　ゆみ 宙出版
914.6 ﾜ 告白的恋愛論 渡辺　淳一 角川書店
916 ｱ わたしは働くうつウーマン 安部　結貴 小学館
916 ｺ 乳がんを抱きしめて 小堀　昌子 株式会社･プロモーションセンター

929 ｼ 3 島田荘司選アジア本格リーグ　３ 島田　荘司 講談社
929 ｼ 4 島田荘司選アジア本格リーグ　４ 島田　荘司 講談社
933 ﾌ 冬の夢 スコット・フィッツジェラルド 中央公論新社
933 ﾏ 初夜 イアン・マキューアン 新潮社
940.2 ｸﾞ 箱型（ボックス）カメラ ギュンター・グラス 集英社
980.2 ﾛ ロシア文学名作と主人公 水野　忠夫 自由国民社
B 913.6 ｻ 引札屋おもん 佐伯　泰英 角川春樹事務所
B 913.6 ｻ 下駄貫の死 佐伯　泰英 角川春樹事務所
B 913.6 ﾌ 1 海鳴り　上 藤沢　周平 文芸春秋
B 913.6 ﾌ 2 海鳴り　下 藤沢　周平 文芸春秋
R 210.5 ｴ 江戸幕府大事典 大石　学 吉川弘文館
R 281.0 ｱ 日本古代人名辞典 阿部　猛 東京堂出版
R 312.1 ﾚ 歴代内閣・首相事典 鳥海　靖 吉川弘文館
R 369.2 ﾓ 盲・視覚障害百科事典 ジル・サルデーニャ 明石書店



新着案内1月号（児童書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
007 ﾆ ネットとリアルのあいだ 西垣　通 筑摩書房
015 ﾁ 知識が増える辞書引き術 深谷　圭助 フレーベル館
114 ﾔ わたしが死について語るなら 山折　哲雄 ポプラ社
158 ﾔ わたしが正義について語るなら やなせ　たかし ポプラ社
210 ﾐ 大化の改新 加来　耕三 ポプラ社
280 ｴ 勇気ってなんだろう 江川　紹子 岩波書店
300 ﾆ 日本と世界のしくみがわかる！よのなかマップ 日能研 日本経済新聞出版社

302 ｺﾞ もしも学校に行けたら 後藤　健二 汐文社
304 ｴ 09 ＮＨＫ週刊こどもニュース　’０９ ＮＨＫ「週刊こどもニュース」プロジェクト 日本放送出版協会
316 ﾌ 席を立たなかったクローデット フィリップ・フース 汐文社
376 ﾐ 生きていくための短歌 南　悟 岩波書店
383 ｷﾞ ロシアのごはん 銀城　康子 農山漁村文化協会
389 ﾀ 地球最北に生きる日本人 武田　剛 フレーベル館
391 ﾀﾞ ＳＰＹ ポール・ダウズウェル ポプラ社
404 ﾅ 1 なぜ？どうして？かがくのお話　１年生 大山　光晴 学研教育出版
404 ﾅ 2 なぜ？どうして？科学のお話　２年生 大山　光晴 学研教育出版
404 ﾅ 3 なぜ？どうして？科学のお話　３年生 大山　光晴 学研教育出版
440 ﾊﾟ ガリレオと地動説 ＲＩＣＨＡＲＤ　ＰＡＮＣＨＹＫ 丸善
448 ﾌ 地球が回っているって、ほんとう？ 布施　哲治 くもん出版
450 ﾗ １００の知識地球のすがた ピーター・ライリー 文研出版
488 ｻ 野生動物のお医者さん 斉藤　慶輔 講談社
489 ｶ わたしは海獣のお医者さん 勝俣　悦子 岩崎書店
493 ｸ 君も精神科医にならないか 熊木　徹夫 筑摩書房
537 ｵ 3 のりもののしくみ見学　３ クリス・オックスレイド ほるぷ出版
539 ｹﾞ 原子力の大研究 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ研究所
594 ｵ 1 だいすきてづくり！　１ 尾崎　曜子 アリス館
594 ｵ 2 だいすきてづくり！　２ 尾崎　曜子 アリス館
594 ｵ 3 だいすきてづくり！　３ 尾崎　曜子 アリス館
596 ﾐ 贈ってうれしいチョコレートスイーツ 宮沢　うらら 汐文社
726 ﾎﾞ 「おおきな木」の贈りもの マイケル・グレイ・ボーガン 文渓堂
783 ｵ 少年野球レベルアップ練習メニュー 小野寺　信介 日本文芸社
783 ｶ カカ 本郷　陽二 汐文社
784 ｽ スキー・スケート こどもくらぶ ほるぷ出版
789 ｷ 2 Ｑ＆Ａ日本の武道事典　２ ベースボール・マガジン社 ベースボール・マガジン社

798 ｱ あやとりできた！ 福田　けい 日本文芸社
821 ﾁ ちゅうごくの十二支のものがたり おうよう　かりょう ＪＵＬＡ出版局
910 ﾚ おなやみジュース 令丈　ヒロ子 講談社
911 ｳ ぼくたちはなく 内田　麟太郎 ＰＨＰ研究所
913 ｱ すずをならすのはだれ 安房　直子 ＰＨＰ研究所
913 ｱ 妖精の家具、おつくりします。 あんびる　やすこ ＰＨＰ研究所
913 ｱ 2 赤川次郎ショートショートシリーズ　２ 赤川　次郎 理論社
913 ｵ ローズと魔法の薬 岡田　晴恵 学研教育出版
913 ｵ 対決！なぞのカーディガン島 岡田　貴久子 理論社
913 ｵ 対決！なぞのカーディガン島 岡田　貴久子 理論社
913 ｶ 縄文大使カックウとショウタのふしぎな冒険 川嶋　康男 くもん出版
913 ｸ ブンダバーのただいま～！ くぼしま　りお ポプラ社
913 ｺ おひさまのワイン 小森　香折 学研
913 ｺ おひさまのワイン 小森　香折 学研
913 ｻ 子ネズミチヨロの冒険 さくらい　ともか 偕成社
913 ｻ 子ネズミチヨロの冒険 さくらい　ともか 偕成社
913 ﾄ ゆうえんちはおやすみ 戸田　和代 岩崎書店
913 ﾄ ゆうえんちはおやすみ 戸田　和代 岩崎書店
913 ﾆ 誰かがうしろに 新美　てるこ 金の星社
913 ﾊ ワルルルさん 畑中　弘子 くもん出版
913 ﾊ ワルルルさん 畑中　弘子 くもん出版
913 ﾊ 7-1 都会（まち）のトム＆ソーヤ　７－〔１〕 はやみね　かおる 講談社
913 ﾎ 卒業の歌 本田　有明 ＰＨＰ研究所
913 ﾏ 猫耳探偵まどか 松原　秀行 講談社
913 ﾐ ガール！ガール！ガールズ！ 宮下　恵茉 ポプラ社
913 ﾐ ガール！ガール！ガールズ！ 宮下　恵茉 ポプラ社
913 ﾔ まほうのじどうはんばいき やまだ　ともこ 金の星社
913 ﾔ まほうのじどうはんばいき やまだ　ともこ 金の星社



新着案内1月号（児童書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
914 ﾅ こんな私が大嫌い！ 中村　うさぎ 理論社
916 ｻ アンソニー、きみがいるから 桜井　ようこ ポプラ社
916 ｼﾞ にいちゃんのランドセル 城島　充 講談社
933 ｱ セラピー犬からのおくりもの ローリー・ハルツ・アンダーソン 金の星社
933 ｳ ドラゴンキーパー キャロル・ウィルキンソン 金の星社
933 ｴ とむらう女 ロレッタ・エルスワース 作品社
933 ｴ かいじゅうたちのいるところ デイヴ・エガーズ 河出書房新社
933 ｶ カールじいさんの空飛ぶ家 赤坂　行雄 講談社
933 ｶﾞ 人形劇場へごしょうたい サリー・ガードナー 偕成社
933 ｷ グレッグのダメ日記 ジェフ・キニー ポプラ社
933 ｷ ぞうのはなはなぜながい ラドヤード・キプリング 集英社
933 ｼ 10 デモナータ　１０幕 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館
933 ﾎﾞ 本だらけの家でくらしたら Ｎ．Ｅ．ボード 徳間書店
933 ﾗ ドリーム・ギバー ロイス・ローリー 金の星社
933 ﾗ ドリーム・ギバー ロイス・ローリー 金の星社
933 ﾘ 5 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　５ リック・リオーダン ほるぷ出版
933 ﾛ ジャストインケース メグ・ローゾフ 理論社
943 ｸ 緑の石食い虫 ベルンハルト・クナーベ 西村書店
943 ﾀ ミムス リリ・タール 小峰書店
943 ﾋﾞ ほらふき男爵どこまでも Ｇ．Ａ．ビュルガー 偕成社
E ｱｲ あいたい友だち 小林　豊 佼成出版社
E ｲｿ イソップどうわ イソップ ひさかたチャイルド
E ｵｽ オスカーとフーいつまでも テオ 評論社
E ｵｽ オスカーとフー テオ 評論社
E ｶｻ かさじぞう わらべ　きみか ひさかたチャイルド
E ｷﾐ きみがいま アリスン・マギー 主婦の友社
E ｹﾞﾝ げんまんげんまん あまん　きみこ 小峰書店
E ｺﾄ ことり まど　みちお 小峰書店
E ｺﾄﾞ コドリーロのおやつ ロベルト・アリアーガ 光村教育図書
E ｺﾘ こりすのはつなめ 浜田　広介 ひさかたチャイルド
E ｻﾙ サルくんとブタさん たどころ　みなみ 汐文社
E ｻﾙ サルくんとブタさん たどころ　みなみ 汐文社
E ｻﾙ さるかに わらべ　きみか ひさかたチャイルド
E ｼﾞﾌﾞ じぶんの木 最上　一平 岩崎書店
E ﾀﾞｼﾞ だじゃれ日本一周 長谷川　義史 理論社
E ﾀﾗ タラがだいはっせいしたら 北島　光茂 くもん出版
E ﾀﾗ タラがだいはっせいしたら 北島　光茂 くもん出版
E ﾃﾝ 天の町やなぎ通り あまん　きみこ あかね書房
E ﾈｴ ねぇママ、どうしてきょうりゅうはがっこうへいかないの？ カンタン・グレバン セーラー出版
E ﾊｼﾞ はじめまして 五味　太郎 ブロンズ新社
E ﾊﾝ ハンバーグハンバーグ 武田　美穂 ほるぷ出版
E ﾋｶ 光となり風となって… 高木　たかし 文研出版
E ﾋﾂ ひつじのロッテ アヌ・ストーナー ひさかたチャイルド
E ﾋﾞﾝ びんぼうがみとふくのかみ 富安　陽子 小学館
E ﾌﾕ ふゆのゆうがた ホルヘ・ルハン 講談社
E ﾌﾞﾚ ブレーメンのおんがくたい わらべ　きみか ひさかたチャイルド
E ﾎﾞｸ ぼくだけのおにいちゃん 福田　岩緒 文研出版
E ﾎﾞｸ ぼく、まだねむくないよ おおたか　蓮 童心社
E ﾎﾎ ホーホー！きれいだな ティム・ホプグッド 徳間書店
E ﾏﾀ またまたぶたのたね 佐々木　マキ 絵本館
E ﾏﾈ まねっこでいいから 内田　麟太郎 瑞雲舎
E ﾐｽ ミスター・ベンとサーカスのなかまたち デビッド・マッキー 朔北社
E ﾔﾝ やんちゃなマルキーニョ ジラルド 静山社
E ﾖｳ ようせいアリス デイビッド・シャノン 評論社
R 481 ﾐ 水の生きもの 学研教育出版
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