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「ヒトラーの秘密図書館」 

ティモシー・ライバック 著 

「イカす大人の『昭和力検定』」 

石原壮一郎・神田憲行 著 

文藝春秋 日本放送出版協会 

 

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 

「ヒトラーの秘密図書館」 

ティモシー・ライバック 著 文藝春秋

 

 

米議会図書館から発掘された、幼少時から自決までの

ヒトラーの蔵書１３００冊。反ユダヤ主義、オカルト、

ベルリン都市計画…。厖大な元蔵書とその書き込みか

ら、独裁者の発想の源を明かす。  

             （請求記号／289.3 ラ）

「イカす大人の『昭和力』検定」 

 石原壮一郎 神田範行 著 日本放送出版協会

 

 

 昭和生まれのみなさん、こんにちは。ファッション、

おもちゃ、政治スキャンダル、アイドル、文士、プロ野

球など、昭和時代の硬軟入り混じった２５のテーマを取

り上げて解説。「大人の昭和力」を磨きます。 

 （請求記号／210.7 イ）

「イソップを知っていますか」 

 阿刀田高 著 新潮社 

 

 

知っているつもりだったけど、本当はこんな話だっ

たの？ 安土桃山時代に日本語に翻訳された「イソポ

のハブラス」と古活字本「伊曾保物語」をもとに、イ

ソップ寓話１３０余のストーリーを紹介。『小説新潮』

連載を書籍化。 

（請求記号／991.7 ア）

「遠野物語へようこそ」ちくまプリマー新書 

三浦佑之・赤坂憲雄 著      筑摩書房

 

 

河童、神隠し、座敷わらし、馬との恋、狼との死闘、

山男、姥捨て…。「遠野物語」のゆたかで鮮やかな世界

を読み解き、そのおもしろさの秘密に迫る。「遠野物語」

ブックガイドも収録。   

 

（児童書・請求記号／382 ミ）
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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2月号（一般書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
002 ﾌ 学問のすすめ 福沢　諭吉 幸福の科学出版
002.7 ｼ 大事なことはすべて記録しなさい 鹿田　尚樹 ダイヤモンド社
002.7 ﾒ グーグル時代の情報整理術 ダグラス・Ｃ．メリル 早川書房
007.1 ｵ 脳に宿る心 岡田　直之 オーム社

007.3 ｱ 10 ＩＴロードマップ　２０１０年版
野村総合研究所
技術調査部

東洋経済新報社

007.3 ｲ インターネットの法律とトラブル解決法 神田　将 自由国民社
007.3 ﾀ コンピュータウイルス解体新書 滝本　往人 工学社
007.3 ﾅ 今ウェブは退化中ですが、何か？ 中川　淳一郎 講談社
007.3 ﾐ マルウエア 御池　鮎樹 工学社
007.5 ｱ Ｇｏｏｇｌｅ完全活用術 秋山　文野 アスキー・メディアワークス

007.5 ｼﾞ 情報アクセスの新たな展開
日本図書館情報
学会研究委員会

勉誠出版

007.6 ｲ Ｗｉｎｄｏｗｓ７完全制覇パーフェクト 飯島　弘文 翔泳社
007.6 ｲ 今すぐ使えるかんたんＥｘｃｅｌ　＆　Ｗｏｒｄ　２００７ 技術評論社編集部 技術評論社
007.6 ｲ 今すぐ使えるかんたんＷｉｎｄｏｗｓ７ 技術評論社編集部 技術評論社
007.6 ｲ Ａｃｃｅｓｓ　ＶＢＡパーフェクトマスター 岩田　宗之 秀和システム
007.6 ｳ Ｗｉｎｄｏｗｓ７マスターバイブル Ｃ＆Ｒ研究所 ソフトバンククリエイティブ

007.6 ｳ Ｗｉｎｄｏｗｓ７入門 日経ＢＰソフトプレス 日経ＢＰソフトプレス
007.6 ｳ Ｗｉｎｄｏｗｓ７　ＯＳ乗り換え＆データ引越し超！簡単ガイド インフォレスト
007.6 ｵ すぐわかるＥｘｃｅｌ２００７ 尾崎　裕子 アスキー・メディアワークス

007.6 ｶ かんたんプログラミングＶｉｓｕａｌ　Ｂａｓｉｃ　２００８　基礎編 川口　輝久 技術評論社
007.6 ｶﾞ Ｅｘｃｅｌ　ＶＢＡ逆引きハンドブック 蒲生　睦男 シーアンドアール研究所

007.6 ｷﾞ 10 ＧＩＭＰフォトレタッチ完全ガイド　２０１０ アスペクト
007.6 ｺ 私にＥｘｃｅｌ　ＶＢＡができますか？ 小島　雅彦 技術評論社
007.6 ｺ Ｅｘｃｅｌトレーニングブック　ビジネス文書作成編 小武　民子 ソーテック社
007.6 ｽ すぐわかるＷｉｎｄｏｗｓ７ アスキー・ドットＰＣ編集部 アスキー・メディアワークス

007.6 ｽ すぐわかるＷｉｎｄｏｗｓ７快適設定 アスキー書籍編集部 アスキー・メディアワークス

007.6 ｽ Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＳＱＬ　Ｓｅｒｖｅｒ　２００８オフィシャルマニュアル Ｗｉｌｌｉａｍ　Ｒ．Ｓｔａｎｅｋ 日経ＢＰソフトプレス
007.6 ｾﾞ ゼロから学ぶ！ 新Ｊａｖａプログラミング 日経ソフトウエア 日経ＢＰ社
007.6 ｾﾞ ゼロからはじめるＧＩＭＰ 強テクニック オークラ出版
007.6 ｿ 速効！図解Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ　Ｅｌｅｍｅｎｔｓ　８ ＢＡＢＯアートワークス 毎日コミュニケーションズ

007.6 ﾀ 古いパソコンを１２０％しゃぶりつくす、あの手この手 唯野　司 技術評論社
007.6 ﾀ 技あり時短テク！Ｅｘｃｅｌ　２００７／２００３ 高橋　慈子 技術評論社
007.6 ﾃ 徹底解説Ｗｉｎｄｏｗｓ７＆Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｓｅｒｖｅｒ　２００８　Ｒ２ 日経コンピュータ 日経ＢＰ社
007.6 ﾃﾞ できるＰｈｏｔｏｓｈｏｐ　Ｅｌｅｍｅｎｔｓ　８ 須和方　博 インプレスジャパン
007.6 ﾃﾞ デジタル保存ガイド Ｉ　Ｏ編集部 工学社
007.6 ﾃﾞ できるゼロからはじめるパソコン超入門 法林　岳之 インプレスジャパン
007.6 ﾃﾞ できるＥｘｃｅｌ　２００７ 小舘　由典 インプレスジャパン
007.6 ﾃﾞ できるＷｏｒｄ　＆　Ｅｘｃｅｌ　２００７ 田中　亘 インプレスジャパン
007.6 ﾃﾞ できるＷｉｎｄｏｗｓ　７ 法林　岳之 インプレスジャパン
007.6 ﾅ 説得できるプレゼンの鉄則ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ徹底活用編 永山　嘉昭 日経ＢＰ社
007.6 ﾆ かんたんパソコン入門 丹羽　信夫 技術評論社
007.6 ﾉ のに子博士のブラボーＲｕｂｙ道 のに子 インプレスジャパン
007.6 ﾊ はじめてのＷｏｒｄ　＆　Ｅｘｃｅｌ　２００７ 西　真由 秀和システム
007.6 ﾊ Ｗｉｎｄｏｗｓ７上級マニュアル 橋本　和則 技術評論社
007.6 ﾊﾟ 「パソコンとケータイに弱い」が治る本 ＮＨＫ「ＩＴホワイトボックス」プロジェクト 講談社
007.6 ﾊﾟ 10 パソコンで困ったときに開く本　２０１０ 朝日新聞出版
007.6 ﾋﾟ ＰＤＦ実践活用マスター インフォレスト
007.6 ﾌ Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ　Ｅｌｅｍｅｎｔｓ　８スーパーリファレンス ソーテック社 ソーテック社
007.6 ﾏ Ａｃｃｅｓｓはじめてのデータベース 牧村　あきこ 技術評論社
007.6 ﾏ ＥｘｃｅｌはじめてのＶＢＡプログラミング 前田　智美 技術評論社
007.6 ﾏ ショートカット・キー事典 松本　美保 工学社
007.6 ﾑ はじめての安全なパソコンのお引っ越し 村松　茂 秀和システム
007.6 ﾔ 説得できるプレゼンの鉄則ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ上級極意編 山崎　紅 日経ＢＰ社
007.6 ﾔ Ｗｉｎｄｏｗｓ　＆　Ｏｆｆｉｃｅショートカットキーリファレンス 八木　重和 秀和システム
015.2 ｻ 利用者志向のレファレンスサービス 斎藤　泰則 勉誠出版
016.2 ｼﾞ 児童サービス論 佐藤　凉子 教育史料出版会
016.4 ｺ 図書館はコミュニティ創出の「場」 小林　麻実 勉誠出版
019 ｺ 空気を読むな、本を読め。 小飼　弾 イースト・プレス
019.5 ｺ 子どもの本のカレンダー 鳥越　信 創元社
021.4 ﾏ ＰＴＡ・自治会広報誌ラクラク作成ハンドブック 増田　ゆきみ 遊タイム出版



新着案内2月号（一般書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
022.6 ﾔ 和の心で包む帙と函づくり 薮田　夏秋 日貿出版社
024.8 ｺ ネット古本屋になろう！ 河野　真 青弓社
031.3 ｲ 10 いざというときの手続きハンドブック　２０１０年版 ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ研究所
031.5 ｷﾞ 10 ギネス世界記録　２０１０ クレイグ・グレンディ ゴマブックス
031.5 ｻﾞ 3 ザ・ベストハウス図鑑　３ 扶桑社
041 ｶ モノ学の冒険 鎌田　東二 創元社
049 ｷ 知識の暦 北嶋　広敏 グラフ社
049 ｽ 困る前に読んでおく身近なトラブル解決マニュアル 須田　諭一 ティーケー出版
049 ﾁ 中毒大事典 現代中毒研究所 辰巳出版
049 ﾆ 日本のはてな はてな委員会 講談社ビーシー
049 ﾊﾞ 大恐慌時代 爆笑問題 幻冬舎
049 ﾎ 新・貧困なる精神 本多　勝一 講談社
049 ﾓ モノの呼び名事典 ＧＲＯＵＰ２１ 日東書院本社
049 ﾛ ロハす事典 能町　みね子 ブックマン社
051 ｳ 雑誌は見ていた。 植田　康夫 水曜社
051 ｼ 平凡パンチの時代 塩沢　幸登 茉莉花社
070.1 ｱ 長井健司を覚えていますか 明石　昇二郎 集英社
070.2 ｱ 新新聞業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 秋山　謙一郎 秀和システム
070.2 ｶ 日露戦争と新聞 片山　慶隆 講談社
100 ﾃﾞ 人生に必要な哲学５０ ベン・デュプレ 近代科学社
104 ﾃ 1 哲学カフェ傑作選　第１集 ロゴスドン編集部 ヌース出版
104 ﾆ 思想放談 西部　邁 朝日新聞出版
112 ﾄ 苫米地英人、宇宙を語る 苫米地　英人 角川春樹事務所
114 ｸﾞ わらの犬 ジョン・グレイ みすず書房
115.7 ﾀ シュタイナー生命の教育 高橋　巌 角川学芸出版
124.2 ﾐ 老子 岬　竜一郎 ＰＨＰ研究所
124.2 ﾓ 「荘子」の人間学 守屋　洋 日経ＢＰ社
124.2 ﾓ 心をほぐす老子・荘子の教え 守屋　淳 日本実業出版社
140 ｼ 面白いほどよくわかる！心理学の本 渋谷　昌三 西東社
141.9 ｺ ５心バランスマインドセラピー こぶち　とおる 主婦の友社
141.9 ﾈ パーソナリティを科学する ダニエル・ネトル 白揚社
141.9 ﾌ 「運命の人」は脳内ホルモンで決まる！ ヘレン・フィッシャー 講談社
146 ｱ 臨床心理学 青木　紀久代 新星出版社
146.1 ﾕ 哲学の木 Ｃ．Ｇ．ユング 創元社
146.1 ﾘ ザビーナ・シュピールラインの悲劇 ザビーネ・リッヒェベッヒャー 岩波書店
146.8 ｵ セラピードッグの世界 大木　トオル 日本経済新聞出版社

146.8 ﾘ 臨床家河合隼雄 谷川　俊太郎 岩波書店
147 ｱ 誰かの見たもの 新井　由木子 大日本図書
147 ｸﾞ 天使のすべて スーザン・グレッグ ガイアブックス
147 ﾌﾞ フラクタルタイム グレッグ・ブレイデン ダイヤモンド社
148.3 ｳ 幸運を呼ぶ男の子の名前 内川　あ也 新星出版社
148.3 ｳ 幸運を呼ぶ女の子の名前 内川　あ也 新星出版社
148.3 ﾀ しあわせ漢字を贈る赤ちゃんの名前 田宮　規雄 高橋書店
148.3 ﾐ 男の子の幸せ名づけ 宮沢　みち 主婦の友社
148.3 ﾐ 女の子の幸せ名づけ 宮沢　みち 主婦の友社
148.9 ｼ 数字の暗号 シウマ 講談社
148.9 ﾊ 誕生数秘学の智慧 はづき　虹映 アルマット
148.9 ﾊ 10 誕生日占い　２０１０年版 はづき　虹映 青春出版社
155 ｻ 日本国家の神髄 佐藤　優 産経新聞出版
159 ｳ ドラッカー時代を超える言葉 上田　惇生 ダイヤモンド社
159 ｶ 自分の居場所をつくる心理学 加藤　諦三 ＰＨＰ研究所
159 ｶ 不安な時代の人生設計図の描き方 河村　幹夫 時事通信出版局
159 ｹﾞ 生きろ 玄　秀盛 メディアファクトリー
159 ｺ ５０歳からの「いきいき脳」を保つ９つの知恵 近藤　裕 ＰＨＰ研究所
159 ﾉ 人生案内もつれた心ほぐします 野村　総一郎 日本評論社
159 ﾊ 実践！仕事のルール 浜口　直太 グラフ社
159 ﾋ いのちの絆 日野原　重明 ダイヤモンド社
159 ﾐ ファーストクラスに乗る人のシンプルな習慣 美月　あきこ 祥伝社
159 ﾕ 友情をきずく６０のヒント アン・ハワード ピエ・ブックス
159 ﾜ 「争わない」生き方 和田　秀樹 新講社
159.6 ｼﾞ 女性解放区 杉本　彩 ＰＨＰ研究所
159.8 ｳ 運命の言葉 「人生の言葉」編集部 日本ブックエース



新着案内2月号（一般書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
159.8 ｶ 革命の言葉 「人生の言葉」編集部 日本ブックエース
159.8 ｼﾞ 人生の言葉 「人生の言葉」編集部 日本ブックエース
160.4 ﾋ のんびり生きて気楽に死のう ひろ　さちや ＰＨＰ研究所
164 ﾊﾞ 神話と伝説バイブル サラ・バートレット ガイアブックス
167.2 ﾖ 原理主義の潮流 横田　貴之 山川出版社
172 ｼ 日本の神さままるわかり事典 島崎　晋 明治書院
175 ｼ 総図解よくわかる日本の神社 渋谷　申博 新人物往来社
175.8 ﾐ 伊勢神宮 宮沢　正明 講談社
175.9 ｲ 稲荷大神 中村　陽 戎光祥出版
175.9 ｼﾞ 神社とは何か？お寺とは何か？ 武光　誠 阪急コミュニケーションズ

180 ﾀ 面白いほどよくわかる歴史と人物でわかる仏教 田中　治郎 日本文芸社

180.9 ﾀﾞ ダライ・ラマこころを導く言葉３６５
ダライ・ラマ１４世
テンジン・ギャツォ

春秋社

180.9 ﾀﾞ ダライ・ラマ心の宝石 ダライ・ラマ 東京書籍
186.8 ｳ あなたを守る菩薩と如来と明王がわかる本 瓜生　中 ＰＨＰエディターズ・グループ

186.8 ｺ 図解・曼荼羅の見方 小峰　弥彦 大法輪閣
186.8 ﾋ 一目でわかる毘沙門信仰の手引き 信貴山千手院
186.9 ﾖ 四国遍路とはなにか 頼富　本宏 角川学芸出版
186.9 ﾙ 09 るるぶ四国八十八カ所　〔２００９〕 ＪＴＢパブリッシング
188.4 ｽ 比叡山と天台のこころ 杉谷　義純 春秋社
188.4 ﾜ わが家の仏教・仏事としきたり天台宗 土屋　慈恭 日東書院本社
188.5 ｺ 印と梵字ご利益・功徳事典 児玉　義隆 学研パブリッシング
188.5 ｼ 詳解空海と真言宗 福田　亮成 学研パブリッシング
188.7 ｲ 親鸞と学的精神 今村　仁司 岩波書店
191.5 ｽﾞ 図説天使悪魔辞典 天使悪魔ドットコム 幻冬舎コミックス
204 ｳ スキャンダルの世界史 海野　弘 文芸春秋
204 ﾓ 日本人だけが知らない世界史ミステリー３３の真説 森　実与子 新人物往来社
210.0 ﾆ 日本の歴史を解く９つの鍵　古代～幕末編 岡崎　久彦 海竜社
210.1 ﾆ 日本史年表 日本史愛好倶楽部 ＰＨＰ研究所
210.1 ﾖ 地理的日本史読本 吉田　東伍 書肆心水
210.1 ﾗ 日本外史 頼　山陽 ＰＨＰ研究所
210.2 ｵ しめ縄コードから生まれた卑弥呼の鏡 大谷　幸市 彩流社
210.2 ｼﾞ 縄文謎の扉を開く 松久保　秀胤 富山房インターナショナル

210.3 ｵ 天孫降臨の夢 大山　誠一 日本放送出版協会
210.3 ｼ よくわかる古事記 島崎　晋 新人物往来社
210.3 ｾ 「古代史」闇に消えた謎を解く 関　裕二 ＰＨＰ研究所
210.3 ﾏ 古代史の謎を攻略する　古代・飛鳥時代篇 松尾　光 笠間書院
210.3 ﾏ 古代史の謎を攻略する　奈良時代篇 松尾　光 笠間書院
210.4 ｾ 戦国時代 主婦の友社 主婦の友社
210.5 ｱ 幕末維新消された歴史 安藤　優一郎 日本経済新聞出版社

210.5 ｳ 琉日戦争一六〇九 上里　隆史 ボーダーインク
210.5 ｶﾞ 外国人が見た近世日本 竹内　誠 角川学芸出版
210.5 ｼ 江戸の隠密・御庭番 清水　昇 河出書房新社
210.5 ﾄ 早わかり幕末維新 外川　淳 日本実業出版社
210.5 ﾊ 知らなかった！？大奥の秘密 畑　尚子 ＰＨＰ研究所
210.5 ﾊﾞ 幕末・維新 大石　学 日東書院本社
210.5 ﾊﾞ 幕末維新ものしり読本 江宮　隆之 ブティック社
210.5 ﾊﾞ 幕末・維新のすべてがわかる本 柴田　利雄 ナツメ社
210.5 ﾊﾞ 幕末・維新 主婦の友社 主婦の友社
210.5 ﾎ 絵が語る知らなかった江戸のくらし　諸国街道の巻 本田　豊 遊子館
210.6 ｸ 関東大震災 工藤　美代子 産経新聞出版
210.6 ｺ これだけ読めばよくわかる日露戦争と明治の群像 太平洋戦争研究会 世界文化社
210.6 ｻ 坂の上の雲 日本放送出版協会
210.6 ｼﾞ 人物でよくわかる「坂の上の雲」 日本の歴史を探り直す会 アスペクト
210.6 ｿ ソ連から見た日露戦争 Ｉ．Ｉ．ロストーノフ 原書房
210.6 ﾄ 知識ゼロからの日清日露戦争入門 戸高　一成 幻冬舎
210.6 ﾌﾞ 文芸春秋にみる「坂の上の雲」とその時代 文芸春秋 文芸春秋
210.6 ﾒ 明治と文明開化 双葉社
210.7 ｲ ジミーの誕生日 猪瀬　直樹 文芸春秋
210.7 ｲ 石原莞爾と満州事変 太平洋戦争研究会 ＰＨＰ研究所
210.7 ｲ イカす大人の「昭和力」検定 石原　壮一郎 日本放送出版協会
210.7 ｵ 天皇と特攻隊 太田　尚樹 講談社
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210.7 ﾊ 昭和・戦争・失敗の本質 半藤　一利 新講社
210.7 ﾌ 劇的！ニッポン！ 古田　靖 青山出版社
210.7 ﾎ 官僚亡国 保阪　正康 朝日新聞出版
210.7 ﾎ 本土決戦幻想　コロネット作戦編 保阪　正康 毎日新聞社
213.6 ｼ 昭和３０年・４０年代の北区 三冬社 三冬社
213.6 ｼ 昭和３０年・４０年代の板橋区 小林　保男 三冬社
213.6 ｼ 昭和３０年・４０年代の江戸川区 村上　昌 三冬社
218.4 ｽﾞ 図説幕末土佐の群像 学研パブリッシング
219.3 ﾋ 竜馬が見た長崎 姫野　順一 朝日新聞出版
219.9 ｳ 那覇軍港に沈んだふるさと 上原　成信 『那覇軍港に沈んだふるさと』刊行委員会

221.0 ﾊ 1 ザ・コールデスト・ウインター朝鮮戦争　上 デイヴィッド・ハルバースタム 文芸春秋
221.0 ﾊ 2 ザ・コールデスト・ウインター朝鮮戦争　下 デイヴィッド・ハルバースタム 文芸春秋
221.4 ｽ 図説ソウルの歴史 砂本　文彦 河出書房新社
222.0 ｼ いっきに読める三国志 島崎　晋 ＰＨＰエディターズ・グループ

222.0 ｽﾞ 図説地図とあらすじでわかる！史記 渡辺　精一 青春出版社
222.0 ﾀ 知識ゼロからの三国志入門 立間　祥介 幻冬舎
222.0 ﾀ キーワード３０で読む中国の現代史 田村　宏嗣 高文研
222.0 ﾊ 中国古代の生活史 林　巳奈夫 吉川弘文館
222.5 ﾎﾞ 渤海の歴史と文化 東北亜歴史財団 明石書店
223.5 ﾎﾟ カンボジア・ゼロ年 フランソワ・ポンショー 連合出版
225.7 ﾎ バングラデシュの歴史 堀口　松城 明石書店
230.6 ﾌﾞ オックスフォードヨーロッパ近代史 Ｔ．Ｃ．Ｗ．ブランニング ミネルヴァ書房
230.7 ｱ アルデンヌ攻勢 学研
230.7 ｴ 春の祭典 モードリス・エクスタインズ みすず書房
230.7 ﾍﾞ ベルリン攻防戦 学研
233 ﾀ 図説英国貴族の暮らし 田中　亮三 河出書房新社
233.0 ﾋ ストーンヘンジ ロビン・ヒース 創元社
235.0 ﾘ パリ地下都市の歴史 ギュンター・リアー 東洋書林
242 ﾌﾞ 大ピラミッドの秘密 ボブ・ブライアー ソフトバンククリエイティブ

242.0 ｴ エジプト発掘 ＮＨＫ「エジプト発掘」プロジェクト 日本放送出版協会
248.7 ﾛ 南アフリカの歴史 ロバート・ロス 創土社
256 ﾀﾞ マヤの予言２０１２ デーヴィッド・ダグラス ガイアブックス
276 ﾍ ハワイタイムマシーン へなちょこ・しゅん ソニー・マガジンズ
281.0 ｶ 恋する幕末！ 加来　耕三 メディアファクトリー
281.0 ｶ 美しき日本人は死なず 勝谷　誠彦 アスコム
281.0 ｾ 戦国武将、究極の決断 洋泉社
281.0 ﾀﾞ だいすき！戦国武将 戦武連 広済堂あかつき
281.0 ﾂ 戦国武将の脳 津本　陽 東洋経済新報社
281.0 ﾄﾞ 泣ける戦国ばなし 童門　冬二 ＷＡＶＥ出版
281.0 ﾆ 日本人物百年史 サン写真新聞社 日本図書センターＰ＆Ｓ

281.0 ﾊ 日本トンデモ人物伝 原田　実 文芸社
281.0 ﾋﾞ ビジュアル幕末１０００人 世界文化社
282.2 ｼ 謀略家たちの中国 石　平 ＰＨＰ研究所
288.1 ﾓ 県別名字ランキング事典 森岡　浩 東京堂出版
288.2 ｼ 戸籍を読み解いて家系図をつくろう 清水　潔 日本法令
288.2 ﾀ 日本人なら知っておきたい名家・名門 武光　誠 河出書房新社
288.3 ｱ 戦国・北条一族 相川　司 新紀元社
288.3 ｶ 豊臣一族 川口　素生 新紀元社
288.4 ｶ 桓武天皇の謎 小林　惠子 祥伝社
288.4 ｿ 総図解よくわかる天皇家の歴史 『歴史読本』編集部 新人物往来社
288.4 ﾃ 祈り 主婦と生活社
288.4 ﾃ 天皇家の執事 渡邉　允 文芸春秋
288.4 ﾊ ハプスブルク家「美の遺産」を旅する 南川　三治郎 世界文化社
288.4 ﾍ 平成の天皇、皇后両陛下ご即位２０年 毎日新聞社 毎日新聞社
288.9 ｺ 国旗と国名由来図典 辻原　康夫 出窓社
289.1 ｱ 秋山真之 歴史街道編集部 ＰＨＰ研究所
289.1 ｱ 秋山好古と秋山真之 楠木　誠一郎 ＰＨＰエディターズ・グループ

289.1 ｱ 男の覚悟 安藤　昇 青志社
289.1 ｲ 岩崎弥太郎不屈の生き方 武田　鏡村 ＰＨＰ研究所
289.1 ｲ 真説石田三成の生涯 白川　亨 新人物往来社
289.1 ｲ 伊藤博文 伊藤　之雄 講談社
289.1 ｳ 革命をプロデュースした日本人 小坂　文乃 講談社
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289.1 ｵ 図説太田道潅 黒田　基樹 戎光祥出版
289.1 ｵ 大谷吉継 歴史街道編集部 ＰＨＰ研究所
289.1 ｶ 勝海舟 鵜沢　義行 ごま書房新社
289.1 ｶ 1 勝海舟　上 勝部　真長 ＰＨＰ研究所
289.1 ｶ 2 勝海舟　中 勝部　真長 ＰＨＰ研究所
289.1 ｶ 3 勝海舟　下 勝部　真長 ＰＨＰ研究所
289.1 ｻ 坂本竜馬と幕末動乱の時代 志村　有弘 勉誠出版
289.1 ｻ 坂本竜馬の野望 鷲田　小弥太 ＰＨＰ研究所
289.1 ｻ 坂本竜馬とその時代 佐々木　克 河出書房新社
289.1 ｻ 竜馬が歩いた幕末地図 木村　幸比古 朝日新聞出版
289.1 ｻ 日本人が意外と知らない幕末竜馬伝 にほん幕末研究会 幻冬舎エデュケーション

289.1 ｻ 坂本竜馬 主婦の友社 主婦の友社
289.1 ｻ 坂本竜馬と海援隊 学研パブリッシング
289.1 ｻ 天翔る竜　坂本竜馬伝 山村　竜也 日本放送出版協会
289.1 ｻ 竜馬伝 日本放送出版協会
289.1 ｻ 坂本竜馬 双葉社
289.1 ｻ 坂本竜馬伝 新人物往来社
289.1 ｻ 坂本竜馬のことがマンガで３時間でわかる本 津田　太愚 明日香出版社
289.1 ｻ 異聞・珍聞竜馬伝 松岡　司 新人物往来社
289.1 ﾀﾞ 伊達政宗 歴史街道編集部 ＰＨＰ研究所
289.1 ﾁ 長宗我部元親 学研パブリッシング
289.1 ﾁ 筑紫哲也 朝日新聞出版
289.1 ﾁ 長宗我部元親 吉田　竜司 新紀元社
289.1 ﾄ 東条英機 太田　尚樹 角川学芸出版
289.1 ﾏ 前田慶次郎 歴史街道編集部 ＰＨＰ研究所
289.1 ﾏ 正木義太伝および補遺 正木　生虎 文芸春秋
289.1 ﾏ 益川流「のりしろ」思考 益川　敏英 扶桑社
289.2 ｲ 夫・金大中とともに 李　姫鎬 朝日新聞出版
289.2 ｶ ウイグルの母ラビア・カーディル自伝 ラビア・カーディル ランダムハウス講談社

289.2 ｷ 金正日は日本人だった 佐藤　守 講談社
289.2 ｷ 金大中獄中書簡 金　大中 岩波書店
289.2 ﾋﾟ 息子よ、生き延びよ ピン・ヤータイ 連合出版
289.3 ｲ ミレナ記事と手紙 ミレナ・イェセンスカー みすず書房
289.3 ｵ 評伝バラク・オバマ 渡辺　将人 集英社
289.3 ｵ ミシェル・オバマの言葉 ミシェル・オバマ ワニブックス
289.3 ｿﾞ ゾルゲ、上海ニ潜入ス 楊　国光 社会評論社
289.3 ﾄ トロツキー暗殺と米ソ情報戦 篠崎　務 社会評論社
289.3 ﾊﾞ 1 スノーボール　上 アリス・シュローダー 日本経済新聞出版社

289.3 ﾊﾞ 2 スノーボール　下 アリス・シュローダー 日本経済新聞出版社

289.3 ﾋ ヒトラーの秘密図書館 ティモシー・ライバック 文芸春秋
289.3 ﾒ メッテルニヒ 塚本　哲也 文芸春秋
289.3 ﾗ ライシャワーの昭和史 ジョージ・Ｒ．パッカード 講談社
290 ﾓ 萌えてわかる「世界の国」事典 造事務所 広済堂あかつき
290.9 ｲ いつかは行きたい一生に一度だけの旅ＢＥＳＴ５００ イアン・アレクサンダー 日経ナショナルジオグラフィック社

290.9 ｸ 定年前から始めるロングステイ実践講座 国沢　潤三 教育評論社
290.9 ﾊ 歴史紀行 羽田　令子 社会評論社
290.9 ﾌ 1 世界探検全史　上 フェリペ・フェルナンデス‐アルメスト 青土社
290.9 ﾌ 2 世界探検全史　下 フェリペ・フェルナンデス‐アルメスト 青土社
290.9 ﾔ 「地球の歩き方」の歩き方 山口　さやか 新潮社
291.0 ｲ 県境マニア！ 石井　裕 ランダムハウス講談社

291.0 ｵ 温泉療養の手帖 民間活力開発機構
291.0 ｵ 09 オール共済宿泊ガイド　平成２１年度版 共済事業協会
291.0 ｻ 女流阿房列車 酒井　順子 新潮社
291.0 ｼﾞ 10 常宿にしたい温泉宿　２０１０年版 旅行読売出版社
291.0 ﾄ トラベルパーフェクトガイド 東京地図出版
291.0 ﾌﾟ 10 プロが選んだ日本のホテル・旅館１００選＆和風の宿　２０１０年度版 旅行新聞新社
291.0 ﾏ 平成温泉旅館番付 松田　忠徳 開発社
291.0 ﾐ 勝手に観光協会ＧＲＥＡＴＥＳＴ　ＨＩＴＳ みうら　じゅん シンコーミュージック・エンタテイメント

291.0 ﾐ 終着駅 宮脇　俊三 河出書房新社
291.0 ﾚ 10 レッツ・ゴー！日帰り湯　２０１０北海道編 ジエ・エー・エフ出版社

291.0 ﾜ 和の宿 成美堂出版
291.1 ｻ 09 札幌・小樽・富良野・函館　〔２００９〕 成美堂出版



新着案内2月号（一般書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
291.1 ﾌ 10 冬の北海道　’１０ 昭文社
291.1 ﾙ 10 るるぶ冬の北海道　’１０ ＪＴＢパブリッシング
291.3 ｺ 個室露天＆貸し切り風呂の宿 スターツ出版
291.5 ﾀ 今日はなんの日、富士山の日 田代　博 新日本出版社
291.6 ｷ 京都魔界地図 綾辻　行人 ＰＨＰ研究所
291.6 ﾌ 風雲幕末、竜馬が走る 木村　武仁 淡交社
292.0 ﾅ インパラの朝 中村　安希 集英社
292.2 ﾀ 台北 ＪＴＢパブリッシング
292.2 ﾀ 10 台湾の歩き方　２０１０－１１ ダイヤモンド・ビッグ社

292.2 ﾊ 噂のマカオで女磨き！ 花津　ハナヨ 文芸春秋
292.2 ﾎ 香港 ＪＴＢパブリッシング
292.2 ﾏ マカオ ＪＴＢパブリッシング
292.2 ﾙ 10 るるぶ台湾　’１０ ＪＴＢパブリッシング
292.3 ｼ 09 シンガポール　〔２００９〕 ＪＴＢパブリッシング
292.3 ﾀ アジア未知動物紀行 高野　秀行 講談社
292.3 ﾄﾞ ビルマ万華鏡 土橋　泰子 連合出版
292.3 ﾊﾞ バンコク ＪＴＢパブリッシング
292.4 ﾊﾞ バリ島 ＪＴＢパブリッシング
292.4 ﾊﾞ バリ島 昭文社
292.5 ｻ インドなんてもう絶対に行くか！！なますてっ！ さくら　剛 ＰＨＰ研究所
293.3 ﾛ 09 ロンドン　〔２００９〕 ＪＴＢパブリッシング
293.4 ﾍﾞ ベルリン・ドレスデン ＪＴＢパブリッシング
293.5 ｵ オランダトラベルブック ａｕｋ 東京地図出版
293.5 ﾊﾟ パリ 昭文社
293.7 ｲ イタリア 昭文社
293.7 ﾐ 09 ミラノ・ヴェネツィア　〔２００９〕 ＪＴＢパブリッシング
293.7 ﾛ ローマ・フィレンツェ ＪＴＢパブリッシング
295.1 ﾅ ナショナルジオグラフィックトラベルガイド カナダ 日経ナショナルジオグラフィック社

295.3 ﾛ ロサンゼルス・ラスベガス ＪＴＢパブリッシング
295.3 ﾛ 10 ロサンゼルス便利帳　’１０新版 Ｔｏｒｒａｎｃｅ：ＡＴＯ　ＰＲＥＳＳ　Ｕ

297.4 ｸﾞ 09 グアム　〔２００９〕 ＪＴＢパブリッシング
297.5 ｾ 世界遺産イースター島完全ガイド ダイヤモンド・ビッグ社

297.6 ﾊ ハワイ島・ホノルル ＪＴＢパブリッシング
302.1 ﾌﾟ トーキョーの謎は今日も深まる マイケル・プロンコ メディアファクトリー
304 ｲ 北の日曜日 飯田　政之 響文社
312.1 ｼﾞ じゃあ、北大の先生に聞いてみよう 中島　岳志 北海道新聞社
312.4 ｺ 民主主義がアフリカ経済を殺す ポール・コリアー 日経ＢＰ社
318 ｼ 資料から読む地方自治 岡田　彰 法政大学出版局
319 ﾀ 日本が「対米従属」を脱する日 田中　宇 風雲舎
324.1 ﾋ 成年年齢 平田　厚 ぎょうせい
324.5 ｲ 借金返済の裏ワザ 石丸　幸人 ランダムハウス講談社

327.1 ｾ 公正証書活用のしかたと作成の手引き 千賀　修一 日本実業出版社
336.4 ﾅ 公的助成金活用ガイド 南波　卓 中央経済社
336.8 ﾓ 小限の数字でビジネスを見抜く 決算書分析術 望月　実 阪急コミュニケーションズ

337.9 ｲ 為替と株価でわかる景気の大原則 岩本　沙弓 翔泳社
366.2 ﾔ 知ってトクする！転職・退職・独立失業生活完全対応　入門編 山田　隆司 日東書院本社
366.4 ﾌ なぜ手取りはこんなに少なくなるのか 福田　稔 ＰＨＰ研究所
367.6 ｾ 世界の子どもとケータイ・コミュニケーション モバイル社会研究所 ＮＴＴ出版
369 ﾊ ポスト・ボランティア論 原田　隆司 ミネルヴァ書房
369.3 ﾎﾞ 防災の決め手「災害エスノグラフィー」 林　春男 日本放送出版協会
371.3 ｽ 廃校のうた 菅谷　誠 柏艪舎
376.1 ｺ こうすればうまくいく！幼稚園・保育所と小学校の連携ポイント 篠原　孝子 ぎょうせい
378 ｻ 感覚統合を生かしてたのしく学習 佐藤　和美 かもがわ出版
378 ﾊ 発達障害がある子どもを育てる本　中学生編 月森　久江 講談社
378 ﾔ 発達の気がかりな子どもの上手なほめ方しかり方 山口　薫 学研教育出版
379.7 ﾓ 「読む、書く、話す」脳活用術 茂木　健一郎 ＰＨＰ研究所
379.9 ｼ 子供が勉強にハマる脳の作り方 篠原　菊紀 フォレスト出版
379.9 ﾀ 辰巳渚の頭のいい子が育つ「お手伝いの習慣」 辰巳　渚 主婦の友社
379.9 ﾖ 「ヨコミネ式」天才づくりの教科書 横峯　吉文 講談社
382.1 ﾋ おうちで楽しむにほんの習わし 広田　千悦子 技術評論社
385.6 ｼ 宗教のないお葬式 柿田　睦夫 文理閣
404 ｵ 明日をどこまで計算できるか？ デイヴィッド・オレル 早川書房



新着案内2月号（一般書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
404 ﾀ 新科学のニュースが面白いほどわかる本 滝沢　美奈子 中経出版
410.7 ｻ 数学力は国語力 斎藤　孝 集英社
423.8 ｼ 乱流と渦 白鳥　敬 技術評論社
451.8 ﾏ 今そこに迫る「地球寒冷化」人類の危機 丸山　茂徳 ベストセラーズ
460.4 ﾋ 世界を、こんなふうに見てごらん 日高　敏隆 集英社
467 ｼ 知りたい！遺伝のしくみ ニュートンプレス
467.5 ｺ 進化のなぜを解明する ジェリー・Ａ．コイン 日経ＢＰ社
490.3 ﾊ 病院で聞くことば辞典 浜　六郎 岩波書店
490.9 ﾃ 図解東洋医学のしくみと治療法がわかる本 丁　宗鉄 ナツメ社
491.3 ｱ からだの一日 ジェニファー・アッカーマン 早川書房
491.3 ﾐ 「脳の栄養不足」が老化を早める！ 溝口　徹 青春出版社
491.7 ﾍﾞ 見た目の若さは、腸年齢で決まる 弁野　義己 ＰＨＰ研究所
492.1 ﾋ ひと目でわかる！健康診断 船津　和夫 小学館
493.3 ｶ 患者だからわかる成人・小児ぜんそく 日本アレルギー友の会 小学館
493.7 ﾊﾟ パーキンソン病がわかる本 福永　秀敏 法研
494.8 ｶ 患者だからわかるアトピー性皮膚炎 日本アレルギー友の会 小学館
498.5 ｲ 生姜力 石原　結実 主婦と生活社
498.7 ﾉ 子どものケガをとことんからだで考える 野井　真吾 旬報社
499.8 ﾑ 食べる薬草事典 村上　光太郎 農山漁村文化協会
501.6 ｳ 図解次世代エネルギーの基本からカラクリまでわかる本 漆原　次郎 洋泉社
501.6 ｼ 新エネ・省エネの経済的導入法 牛山　泉 オーム社
501.6 ﾃ 低炭素社会への挑戦 エネルギー・資源学会 オーム社
517.7 ｽ 八ツ場ダム 鈴木　郁子 明石書店
519.1 ｺﾞ 私たちの選択 アル・ゴア ランダムハウス講談社

520 ｶ 面白いほどよくわかる建築 樫野　紀元 日本文芸社
527 ﾃ 低予算で実現！！エクステリア成功実例 ブティック社
538.9 ｽ 宇宙飛行士になった子どもたち 杉山　由美子 岩崎書店
543.6 ｳ トコトンやさしい風力発電の本 牛山　泉 日刊工業新聞社
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
589 ﾏ 私の相棒定番８８ 雅姫 集英社
589 ﾐ 「ＴＲＡＭ」水上真由美北欧雑貨＋暮らしの定番 水上　真由美 主婦と生活社
589.2 ﾎﾞ 帽子 ＮＨＫ「美の壷」制作班 日本放送出版協会
593.3 ｵ ちいさなおんなの子とおとこの子の、服とこもの 奥山　千晴 文化学園文化出版局

593.5 ﾄ とりたいシミがスッキリ落ちる！驚きのシミ抜き事典１３０ クリーニング技術研究会 永岡書店
594 ｷ 季節を楽しむつるし飾り パッチワーク通信社
594 ﾀ 手作りお守り袋としあわせ小物 高橋　よう子 世界文化社
594 ﾏ かわいい動物たち 前田　智美 日本ヴォーグ社
594.3 ﾃ 基礎がわかる！ひと玉でできるかぎ針のモチーフ編み 寺西　恵里子 日東書院本社
594.4 ｶ ちいさなタッセル＆巻き玉工房 カナダ　恵子 主婦の友社
594.6 ｻ ディズニーファンタジービーズモチーフ 佐々木　公子 ブティック社
594.9 ｴ パリ色のかわいいキルト 遠藤　亜希子 日本放送出版協会
596 ｲ ちびちびごくごくお酒のはなし 伊藤　まさこ ＰＨＰエディターズ・グループ

596 ｺ 春夏秋冬土鍋でごはん 小西　雅子 講談社
596 ｼ 食堂かたつむりの料理 小川　糸 ポプラ社
596 ﾊ うまいっ！お好み焼き＆焼きそば 林　幸子 主婦の友社
596.3 ｱ あったかおかゆ あまつか　じゅんこ 日東書院本社
596.3 ｺ わが家の助っ人こんにゃくレシピ 小菅　陽子 小学館
596.4 ｲ てんきち母ちゃんちのもてなしごはん 井上　かなえ 講談社
596.6 ｲ ちょっと和風の焼き菓子レシピ 稲田　多佳子 集英社
596.6 ｶ 薄焼きスポンジパーフェクトブック 加藤　千恵 講談社
596.7 ｵ お家でつくれる！おいしい飲みもの１２５ ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ研究所
596.9 ﾋﾟ ＰｉＰＰＵＲｉ 辰巳出版
597 ｶ ｋａｋｏさんのすっきり、心地いい暮らしの作り方 ｋａｋｏ 主婦の友社
597.5 ｽ すっきり暮らすコツと習慣 主婦の友社 主婦の友社
599.0 ﾏ 11 うちの３姉妹　１１ 松本　ぷりっつ 主婦の友社
599.3 ﾋ おっぱい先生の母乳育児「超」入門 平田　喜代美 東洋経済新報社
626.9 ｷ 伝承農法を活かすマンガでわかる家庭菜園の裏ワザ 木嶋　利男 家の光協会
627.5 ｵ はじめての洋ランの育て方 岡田　弘 主婦の友社
627.7 ﾅ 病害虫を防いで楽しいバラづくり 長井　雄治 農山漁村文化協会
645.6 ｲ トリマーになるには 井上　こみち ぺりかん社
670.9 ﾋ これですっきり！ビジネスメールのトラブル解消 平野　友朗 日本経済新聞出版社

686.2 ｽﾞ 図説日本鉄道会社の歴史 松平　乗昌 河出書房新社



新着案内2月号（一般書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
686.5 ﾊ にっぽん木造駅舎の旅１００選 萩原　義弘 平凡社
689.1 ﾑ 創造都市のための観光振興 宗田　好史 学芸出版社
724.4 ﾍﾟ 70 ペイントクラフト　７０ 日本ヴォーグ社
725 ﾖ ラクガキ・マスター 寄藤　文平 美術出版社
726.5 ｴ 絵本星新一ショートショート 星　新一 角川書店
742.5 ｶ 10 カメラ年鑑　２０１０ 日本カメラ社
742.5 ｸ クラシックカメラ ＮＨＫ「美の壷」制作班 日本放送出版協会
750 ｷ 8 きむらゆういち・みやもとえつよしのガラクタ工作　第８巻 きむら　ゆういち チャイルド本社
754.9 ｲ モビールの教科書 イワミ　カイ 誠文堂新光社
759.0 ｳ 少女スタイル手帖 宇山　あゆみ 河出書房新社
774 ﾏ 1 まんが歌舞伎入門　上 松井　今朝子 平凡社
774 ﾏ 2 まんが歌舞伎入門　下 松井　今朝子 平凡社
778.8 ﾘ 1 竜馬伝　前編 日本放送出版協会
788.1 ｵ 10 大相撲力士名鑑　平成２２年度 「相撲」編集部 ベースボール・マガジン社

796 ﾓ 必勝！！次の一手２００題 森　鶏二 日東書院本社
798 ﾌ 創造力養成パズル チャールズ・フィリップス ディスカヴァー・トゥエンティワン

809.4 ｼ 超かんたん！話が上手になる７０のヒント 白石　邦明 アスカ・エフ・プロダクツ

809.4 ﾅ
芸人・リポーターが使うどんな場面でも会話に
                       困らない５５のかんたんルール

中村　豪 朝日新聞出版

910.2 ｺ 10 このライトノベルがすごい！　２０１０ 『このライトノベルが･すごい！』編集部 宝島社
910.2 ﾅ 『坂の上の雲』と司馬史観 中村　政則 岩波書店
911.1 ｻ ＮＨＫ短歌作歌へのいざない 三枝　昂之 日本放送出版協会
911.1 ﾊﾞ 歌よみの眼 馬場　あき子 日本放送出版協会
911.3 ｷ 俳句、はじめました 岸本　葉子 角川学芸出版
911.3 ﾂ モーロク俳句ますます盛ん 坪内　稔典 岩波書店
913.6 ｱ 三毛猫ホームズの用心棒 赤川　次郎 光文社
913.6 ｱ 花嫁たちの深夜会議 赤川　次郎 実業之日本社
913.6 ｱ 黄蝶舞う 浅倉　卓弥 ＰＨＰ研究所
913.6 ｱ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　５０ 綾辻　行人 光文社
913.6 ｱ キケン 有川　浩 新潮社
913.6 ｱ もいちどあなたにあいたいな 新井　素子 新潮社
913.6 ｱ マタタビ潔子の猫魂 朱野　帰子 メディアファクトリー
913.6 ｱ 帰り道が消えた 青山　真治 講談社
913.6 ｱ 山岳鉄道殺人連鎖 梓　林太郎 光文社
913.6 ｱ 夢であいましょう 赤川　次郎 朝日新聞出版
913.6 ｱ 1 蒼き信長　上 安部　竜太郎 毎日新聞社
913.6 ｱ 2 蒼き信長　下 安部　竜太郎 毎日新聞社
913.6 ｲ 城は踊る 岩井　三四二 角川学芸出版
913.6 ｲ 千年の恋人たち 稲葉　真弓 河出書房新社
913.6 ｲ オール・マイ・ラヴィング 岩瀬　成子 ホーム社
913.6 ｲ リスの窒息 石持　浅海 朝日新聞出版
913.6 ｳ 虚ろ舟 宇江佐　真理 講談社
913.6 ｴ ごっつい奴 江上　剛 講談社
913.6 ｵ カルテット！ 鬼塚　忠 河出書房新社
913.6 ｵ 1 存在という名のダンス　上 大崎　善生 角川書店
913.6 ｵ 2 存在という名のダンス　下 大崎　善生 角川書店
913.6 ｶ 張り込み姫 垣根　涼介 新潮社
913.6 ｶ メモリー・ラボへようこそ 梶尾　真治 平凡社
913.6 ｷ 数えずの井戸 京極　夏彦 中央公論新社
913.6 ｷ 海猫ツリーハウス 木村　友祐 集英社
913.6 ｷ Ｆの悲劇 岸田　るり子 徳間書店
913.6 ｷ 凍裂 喜多　由布子 講談社
913.6 ｺ 夕暴雨 今野　敏 角川春樹事務所
913.6 ｺ ベンハムの独楽 小島　達矢 新潮社
913.6 ｺ 東京アクアリウム 小池　真理子 中央公論新社
913.6 ｺ 金曜のバカ 越谷　オサム 角川書店
913.6 ｺ 天網 今野　敏 朝日新聞出版
913.6 ｻ 恋肌 桜木　紫乃 角川書店
913.6 ｻ 北帰行 佐々木　譲 角川書店
913.6 ｻ 誰かがそれを 佐伯　一麦 講談社
913.6 ｼ 太陽の村 朱川　湊人 小学館
913.6 ｼ 閉ざされて 篠田　真由美 角川書店
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913.6 ﾀ トギオ 太朗　想史郎 宝島社
913.6 ﾀ 神様のすること 平　安寿子 幻冬舎
913.6 ﾄﾞ 小説新井白石 童門　冬二 河出書房新社
913.6 ﾄﾞ 虚報 堂場　瞬一 文芸春秋
913.6 ﾅ 吉祥寺の朝日奈くん 中田　永一 祥伝社
913.6 ﾅ さよならドビュッシー 中山　七里 宝島社
913.6 ﾆ 鎌倉江ノ電殺人事件 西村　京太郎 徳間書店
913.6 ﾆ 富士急行の女性客 西村　京太郎 光文社
913.6 ﾆ 十津川警部あの日、東海道で 西村　京太郎 実業之日本社
913.6 ﾆ 岐阜羽島駅２５時 西村　京太郎 新潮社
913.6 ﾉ 2 銀河乞食軍団　２ 野田　昌宏 早川書房
913.6 ﾊ 橋 橋本　治 文芸春秋
913.6 ﾋ カッコウの卵は誰のもの 東野　圭吾 光文社
913.6 ﾋ 回廊の陰翳（かげ） 広川　純 文芸春秋
913.6 ﾋ カッコウの卵は誰のもの 東野　圭吾 光文社
913.6 ﾋ カッコウの卵は誰のもの 東野　圭吾 光文社
913.6 ﾎ ウィズ・ユー 保科　昌彦 東京創元社
913.6 ﾐ Ｎのために 湊　かなえ 東京創元社
913.6 ﾐ 5 電脳コイル　５ 磯　光雄 徳間書店
913.6 ﾐ 6 電脳コイル　６ 磯　光雄 徳間書店
913.6 ﾐ 7 電脳コイル　７ 磯　光雄 徳間書店
913.6 ﾐ 8 電脳コイル　８ 磯　光雄 徳間書店
913.6 ﾐ 9 電脳コイル　９ 磯　光雄 徳間書店
913.6 ﾐ 10 電脳コイル　１０ 磯　光雄 徳間書店
913.6 ﾑ 故郷のわが家 村田　喜代子 新潮社
913.6 ﾓ 月光の刺客 森村　誠一 実業之日本社
913.6 ﾓ テネシー・ワルツ 望月　武 角川書店
913.6 ﾓ 青森ドロップキッカーズ 森沢　明夫 小学館
913.6 ﾓ 3 新・日本朝鮮戦争　第３部 森　詠 徳間書店
913.6 ﾔ 愛は苦手 山本　幸久 新潮社
913.6 ﾔ 夢曳き船 山本　一力 徳間書店
913.6 ﾕ 陰陽師　天鼓ノ巻 夢枕　獏 文芸春秋
913.6 ﾖ ９９通のラブレター 吉野　万理子 ＰＨＰ研究所
913.6 ﾖ 八甲田山殺人事件 吉村　達也 実業之日本社
914.6 ｱ アイム・ファイン！ 浅田　次郎 小学館
914.6 ｲ 王様は島にひとり 池上　永一 ポプラ社
914.6 ｵ くらべない生き方 大平　光代 中央公論新社
914.6 ｷ マンボウ家の思い出旅行 北　杜夫 実業之日本社
914.6 ｼ 縁あって 白洲　正子 ＰＨＰ研究所
914.6 ｼ 鶴川日記 白洲　正子 ＰＨＰ研究所
914.6 ﾎ そして生活はつづく 星野　源 マガジンハウス
914.6 ﾏ あたらしいあたりまえ。 松浦　弥太郎 ＰＨＰエディターズ・グループ

914.6 ﾐ 8 三谷幸喜のありふれた生活　８ 三谷　幸喜 朝日新聞出版
915.6 ｼ 世界どこでもずんがずんが旅 椎名　誠 角川書店
915.6 ｼ いいかげんな青い空 椎名　誠 朝日新聞出版
916 ｻ 筆談ホステス６７の愛言葉 斉藤　里恵 光文社
916 ﾏ モデル、４０歳。乳がん１年生。 ＭＡＩＫＯ ベストセラーズ
916 ﾐ 欠陥捜査 三浦　良治 毎日新聞社
916 ﾜ 勤労学徒たちの太平洋戦争 若林　滋 中西出版
929.1 ｼ 1 神の器　上 申　翰均 里文出版
929.1 ｼ 2 神の器　下 申　翰均 里文出版
933 ｷ 12 プリンセス・ダイアリー　崖の下のプリンセス篇 メグ・キャボット 河出書房新社
933 ｼ 2 シャーロック・ホームズの大冒険　下 マイク・アシュレイ 原書房
933 ﾌ 拮抗 ディック・フランシス 早川書房
933 ﾌﾞ 古書の来歴 ジェラルディン・ブルックス ランダムハウス講談社

933 ﾗ 跳躍者の時空 フリッツ・ライバー 河出書房新社
943 ﾌ 占領都市ベルリン、生贄たちも夢を見る ピエール・フライ 長崎出版
983 ｸ ルイブニコフ二等大尉 アレクサンドル・クプリーン 群像社
991.7 ｱ イソップを知っていますか 阿刀田　高 新潮社
B 147 ﾌ 怪を訊く日々 福沢　徹三 幻冬舎
B 913.6 ｱ シアター！ 有川　浩 アスキー・メディアワークス

B 913.6 ｺ 蟹工船 小林　多喜二 ＪＴＢパブリッシング



新着案内2月号（一般書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
B 913.6 ｻ 遣手 佐伯　泰英 光文社
B 913.6 ｻ 銀のなえし 佐伯　泰英 角川春樹事務所
B 913.6 ｻ 道場破り 佐伯　泰英 角川春樹事務所
B 913.6 ｻ 埋みの棘 佐伯　泰英 角川春樹事務所
B 913.6 ｻ 冬の蜉蝣 佐伯　泰英 角川春樹事務所
B 913.6 ｻ 1 更衣（きさらぎ）ノ鷹　上 佐伯　泰英 双葉社
B 913.6 ｻ 2 更衣（きさらぎ）ノ鷹　下 佐伯　泰英 双葉社
B 913.6 ﾜ 幽霊蕨 和田　はつ子 小学館
B 933 ﾊ デイン家の呪い ダシール・ハメット 早川書房
H 686.2 ﾃ 828 鉄道ピクトリアル　２０１０・１月号（ＮＯ．８２８） 電気車研究会
R 007.6 ﾆ 10 日経パソコン用語事典　２０１０年版 日経パソコン 日経ＢＰ社
R 016.2 ｵ 近代日本公共図書館年表 奥泉　和久 日本図書館協会
R 031 ｹﾞ 10 現代用語の基礎知識　２０１０ 自由国民社
R 209.7 ｾ 1945 世界災害史事典　１９４５－２００９ 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ
R 209.7 ﾎ 明日がわかるキーワード年表 細田　正和 彩流社
R 281.0 ｾ 戦国時代人物事典 歴史群像編集部 学研パブリッシング
R 290.3 ｲ 10 今がわかる時代がわかる世界地図　２０１０年版 正井　泰夫 成美堂出版
R 290.3 ﾅ 10 なるほど知図帳世界　２０１０ 昭文社
R 291.0 ｲ 10 今がわかる時代がわかる日本地図　２０１０年版 正井　泰夫 成美堂出版
R 291.0 ﾅ 10 なるほど知図帳日本　２０１０ 昭文社
R 292.3 ﾀ タイ事典 日本タイ学会 めこん
R 479.7 ｻ さくら百科 永田　洋 丸善
R 537.0 ｼﾞ 自動車の百科事典 自動車技術会 丸善
R 778.8 ﾃ テレビドラマ原作事典 古崎　康成 日外アソシエーツ
R 791.0 ﾁ 茶道大辞典 井口　海仙 淡交社
R 791.0 ﾁ 茶道大辞典　別巻 井口　海仙 淡交社
R 903.1 ﾀ 短編小説２４万作家名目録 日外アソシエーツ株式会社 日外アソシエーツ



新着案内2月号（児童書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
070 ｼﾞ 情報を整理する新聞術 岸尾　祐二 フレーベル館
210 ｼ 昭和のくらしがわかる事典 早川　典子 ＰＨＰ研究所
288 ｼ 聖徳太子 加来　耕三 ポプラ社
289 ｻ 竜馬の夢 小西　聖一 理論社
289 ｻ はじめての坂本竜馬 斎藤　孝 筑摩書房
290 ﾐ わたしが冒険について語るなら 三浦　雄一郎 ポプラ社
319 ｵ 奇跡のプレイボール 大社　充 金の星社
361 ｴ 3 ＮＨＫ伝える極意　３ ＮＨＫ「伝える極意」制作班 汐文社
366 ｽ 2 しごとば　続 鈴木　のりたけ ブロンズ新社
366 ﾅ 就活のまえに 中沢　孝夫 筑摩書房
382 ﾐ 遠野物語へようこそ 三浦　佑之 筑摩書房
386 ﾔ 年中行事を五感で味わう 山下　柚実 岩波書店
402 ﾘ 1 理科の地図帳　１ 浜口　哲一 ポプラ社
402 ﾘ 2 理科の地図帳　２ 浜口　哲一 ポプラ社
402 ﾘ 3 理科の地図帳　３ 浜口　哲一 ポプラ社
402 ﾘ 4 理科の地図帳　４ 浜口　哲一 ポプラ社
402 ﾘ 5 理科の地図帳　５ 浜口　哲一 ポプラ社
410 ﾎﾞ 2 目で見る数学　続 ジョニー・ボール さ・え・ら書房
431 ｹﾞ 元素がわかる事典 宮村　一夫 ＰＨＰ研究所
471 ﾕ 世界の不思議な花と果実 湯浅　浩史 誠文堂新光社
481 ﾄﾞ 1 どうぶつのからだ　１ 増井　光子 偕成社
481 ﾄﾞ 2 どうぶつのからだ　２ 増井　光子 偕成社
487 ﾏ カエルの知られざる生態 松橋　利光 誠文堂新光社
498 ｻ ハウラの赤い花 佐藤　真紀 新日本出版社
537 ｵ 4 のりもののしくみ見学　４ クリス・オックスレイド ほるぷ出版
588 ﾊ 発酵食品の大研究 小泉　武夫 ＰＨＰ研究所
686 ｱ 駅で働く人たち 浅野　恵子 ぺりかん社
718 ﾊ 日本の神様 畑中　章宏 理論社
783 ｲ Ｗ杯（ワールドカップ）をたたかうボール 岩崎　竜一 ポプラ社
783 ｷ 3 Ｑ＆Ａ式しらべる野球　３ ベースボール・マガジン社 ベースボール・マガジン社

810 ｷ １５歳の日本語上達法 金田一　秀穂 講談社
911 ﾎﾞ ボールコロゲテ 村井　康司 岩崎書店
913 ｲ 3 スコアブック　３ 伊集院　静 講談社
913 ｶ つづきの図書館 柏葉　幸子 講談社
913 ｶ 14 怪談図書館　１４ 怪談図書館編集委員会 国土社
913 ｸ ブルー 久美　沙織 理論社
913 ｻ ゆうれいパティシエ事件 斉藤　洋 あかね書房
913 ｻ もしかして初恋！？ 斉藤　栄美 金の星社
913 ｻ 初デートはちょいビター！？ 斉藤　栄美 金の星社
913 ｻ 年上のアイツ 斉藤　栄美 金の星社
913 ｻ レンアイの法則 斉藤　栄美 金の星社
913 ｻ 初カレは期間限定！？ 斉藤　栄美 金の星社
913 ﾀ バラの吸血美少女 高山　栄子 金の星社
913 ﾀ 青い瞳の人食いウルフ 高山　栄子 金の星社
913 ﾀ 小さな天才魔女 高山　栄子 金の星社
913 ﾀ 伝説の“魔界発明” 高山　栄子 金の星社
913 ﾀ 毒ヘビ少女の魔術 高山　栄子 金の星社
913 ﾂ ジャングルめがね 筒井　康隆 小学館
913 ﾊ かいけつゾロリきょうふのようかいえんそく 原　ゆたか ポプラ社
913 ﾋ いつまでもここでキミを待つ ひろの　みずえ ポプラ社
913 ﾌ まじょ子とカワイイの大すき王子さま 藤　真知子 ポプラ社
913 ﾎ きつね小僧 星　新一 理論社
913 ﾖ 二メートル 横山　佳 ＢＬ出版
929 ｺﾞ ゴハおじさんのゆかいなお話 デニス・ジョンソン‐デイヴィーズ 徳間書店
933 ｱ はみだしインディアンのホントにホントの物語 シャーマン・アレクシー 小学館
933 ｸﾞ デイジーのこまっちゃうまいにち ケス・グレイ 小峰書店
933 ｾ 1 いたずらアラミンタ　１ アンジー・セイジ 東京創元社
933 ﾁ デビルズ・キス　テンプル騎士団の少女 サルワット・チャダ メディアファクトリー
933 ﾄﾞ ライオンとであった少女 バーリー・ドハーティ 主婦の友社
933 ﾌﾞ ウルフ谷の兄弟 デーナ・ブルッキンズ 評論社
933 ﾌﾞ 2 ＮＥＷスパイダーウィック家の謎　第２巻 ホリー・ブラック 文渓堂
933 ﾏ 4 バンパイア＊ガールズ　ｎｏ．４ シーナ・マーサー 理論社



新着案内2月号（児童書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
933 ﾗ ギヴァー ロイス・ローリー 新評論
943 ｳﾞ ミシェルのゆううつな一日 マルティナ・ヴィルトナー 岩波書店
949 ﾍ コブタのしたこと ミレイユ・ヘウス あすなろ書房
953 ﾌﾟ 3 時の書　３ ギヨーム・プレヴォー くもん出版
C ｱｼ あしたのじゅんびできるかな 山本　祐司 童心社
C ｲﾂ いっきゅうさん 水谷　章三 鈴木出版
C ﾋﾄ ひとりでできるよ 宮崎　二美枝 童心社
C ﾍﾟﾝ ペンギンのタウタウ わしお　としこ 童心社
C ﾐﾝ みんな１ねんせい いちかわ　けいこ 童心社
C ﾔｾ やせためんどりとキツネ 剣持　弘子 童心社
E ｲﾇ いぬとくまやっぱりふたりは ローラ・ヴァッカロ・シーガー クレヨンハウス
E ｳﾂ うっかりもののまほうつかい エヴゲーニイ・シュワルツ 福音館書店
E ｳﾝ うんこ！ サトシン 文渓堂
E ｵｼﾞ おじいさんのいえ 植垣　歩子 偕成社
E ｵｿ おそうじ隊長 よしなが　こうたく 長崎出版
E ｵﾂ おつきさまこっちむいて 片山　令子 福音館書店
E ｵﾆ おにごっこだいすき 今江　祥智 文研出版
E ｵﾊﾞ おばあちゃんのえほうまき 野村　たかあき 佼成出版社
E ｶｲ かいぶつトロルのまほうのおしろ たなか　鮎子 アリス館
E ｶﾜ 変わり者ピッポ トレイシー・Ｅ．ファーン 光村教育図書
E ｷﾖ きょうはとくべつなひ あらい　えつこ 教育画劇
E ｸｻ くさいくさい！ 和田　登 星の環会
E ｸﾏ くまのこチャップ ますだ　ゆうこ そうえん社
E ｸﾘ クリストファーのしあわせないちにち バレリー・ゴルバチョフ 偕成社
E ｺﾞｳ ごうた、１年生でしょっ すとう　あさえ 文研出版
E ｺｺ 心をビンにとじこめて オリヴァー・ジェファーズ あすなろ書房
E ｻｸ さくら 長谷川　摂子 福音館書店
E ｼﾞﾔ じゃんけんぽん せな　けいこ 鈴木出版
E ｼﾞﾕ じゅうりょくってなぞだ！ フランクリン　Ｍ．ブランリー 福音館書店
E ﾀｲ たいふうがくる みやこし　あきこ ＢＬ出版
E ﾁﾕ ちゅーちゅー 宮西　達也絵 鈴木出版
E ﾁﾕ ちゅーちゅー 宮西　達也絵 鈴木出版
E ﾁﾘ チリとチリリゆきのひのおはなし どい　かや アリス館
E ﾄﾗ とら猫とおしょうさん おざわ　としお くもん出版
E ﾄﾞﾝ どんなときもきみを アリスン・マギー 岩崎書店
E ﾆﾎ ２ほんの木 エリザベト・ブラミ ひさかたチャイルド
E ﾆﾔ ニャゴマロのコンテスト サム・ロイド 評論社
E ﾊｸ 白鳥の湖 石津　ちひろ 講談社
E ﾋﾔ １００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社
E ﾌｼ ふしぎなガーデン ピーター・ブラウン ブロンズ新社
E ﾌﾞﾀ ぶた　にく 大西　暢夫 幻冬舎エデュケーション

E ﾌﾜ ふわふわふわりの贈りもの おおくま　りさこ 講談社
E ﾎﾞｸ ぼくのだっこ 礒　みゆき ポプラ社
E ﾎﾞｸ ぼくの！ マチルデ・ステイン 光村教育図書
E ﾏｲ まいごのきたかぜ ちば　みなこ 偕成社
E ﾏｸ まくらのせんにん　そこのあなたの巻 かがくい　ひろし 佼成出版社
E ﾏﾂ マックマウスさん レオ＝レオニ 好学社
E ﾏﾈ まねっこくまくん リチャード・エドワーズ ＰＨＰ研究所
E ﾑﾐ ムーミンのふしぎ トーベ・ヤンソン 講談社
E ﾕｷ ゆーきーこんこん 長野　ヒデ子 佼成出版社
E ﾖｳ ようちえんにいきたいな アンバー・スチュアート 徳間書店
E ﾜﾝ ワンガリの平和の木 ジャネット・ウィンター ＢＬ出版
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