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「サムライブルーの料理人」 

西 芳照 著 

 

 

 

 

 

「盗まれっ子」 

キース・ドノヒュー 著 

 

  

 

 

「野鳥もネコもすくいたい！ 

小笠原のノラネコ引っこし大作戦」 

高橋 うらら 文・写真 

 

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。 



 

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７月号（一般書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
007.6 ﾊ 停電・震災に備えるＰＣ管理術 橋本　和則 技術評論社
019.5 ｺ 11 この絵本が好き！　２０１１年版 別冊太陽編集部 平凡社
159 ｶ 稼ぐ人はなぜ、長財布を使うのか？ 亀田　潤一郎 サンマーク出版
159.6 ｺﾞ 女のしくじり ゴマブッ子 ヴィレッジブックス
159.7 ﾖ 君に伝えたい！学校や友達とのルール 義家　弘介 シーアンドアール研究所

159.7 ﾜ 時に海を見よ 渡辺　憲司 双葉社
290.9 ﾁ 1-32 地球の歩き方　Ａ３２ 「地球の歩き方」編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

290.9 ﾅ 世界１３０カ国自転車旅行 中西　大輔 文芸春秋
330 ﾅ 人には聞けない！経済用語１００ 中野　明 学研パブリッシング

332.1 ﾌ マネー避難 藤巻　健史 幻冬舎
339 ﾀ 「保険に入ろうかな」と思ったときにまず読む 竹下　さくら 日本経済新聞出版社

365.3 ｸ マンション理事になったらまず読む本 日下部　理絵 实業之日本社
366.2 ｷ 仕事の話 木村　俊介 文芸春秋
366.2 ﾐ ふむふむ 三浦　しをん 新潮社
367.2 ﾀ 恋する理由 滝川　クリステル 講談社
367.6 ｸ ＮＰＯで働く 工藤　啓 東洋経済新報社
369.3 ﾎ 放射能地震津波正しく怖がる１００知識 河田　惠昭 集英社
383.8 ｾ 昭和ごはん 瀬尾　幸子 講談社
431.1 ｷ スプーンと元素周期表 サム・キーン 早川書房
434 ｽ 鈴木章ノーベル化学賞への道 北海道大学ＣｏＳＴＥＰ 北海道大学出版会
442.3 ｱ 誰でも使える天体望遠鏡 浅田　英夫 地人書館
453 ﾂ 「次」にひかえるＭ９超巨大地震 ニュートンプレス
453.8 ｶ 火山と地震の国に暮らす 鎌田　浩毅 岩波書店
467.5 ｵ 進化地図 ロジャー・オズボーン 河出書房新社
481.3 ﾀﾞ 脱皮コレクション 岡島　秀治 日本文芸社
481.7 ﾊﾞ 動物生態大図鑑 デイヴィッド・バーニー 東京書籍
483.3 ﾔ ヒドラ 山下　桂司 岩波書店
484.7 ｲ イカの心を探る 池田　譲 ＮＨＫ出版
486 ｳ 虫・コレ 海野　和男 丸善出版
489.5 ﾛ 哲学者とオオカミ マーク・ローランズ 白水社
491.6 ｱ 基礎からわかる病理学 浅野　重之 ナツメ社
493.1 ｽﾞ 図解でわかる糖尿病 片山　隆司 主婦の友社
493.1 ﾋ 肥満とメタボリックシンドローム・生活習慣病 井上　修二 大修館書店
493.1 ﾏ 見えない恐怖 松井　英介 旬報社
493.2 ｽﾞ 図解でわかる高血圧 新　啓一郎 主婦の友社
493.7 ｳ うつ病の人の気持ちがわかる本 大野　裕 講談社
493.9 ｵ 小児のメタボリックシンドローム 大関　武彦 少年写真新聞社
494.2 ｲ 命をつなぐ麻酔のことがわかる本 弓削　孟文 講談社
494.5 ｸ 緩和医療と心の治癒力 黒丸　尊治 築地書館
494.6 ﾉ 脳動脈瘤がみつかったら 上山　博康 講談社
498.5 ｳ いつもの素材でパワースープ 植木　もも子 文化学園文化出版局

517.2 ｲ 今森光彦ネイチャーフォト・ギャラリー 今森　光彦 偕成社
520.2 ﾊ なりたいのは建築家 ローランド・ハーゲンバーグ 柏書房
521.8 ｲ 日本の建築遺産１２選 磯崎　新 新潮社
523.1 ﾆ 日本の西洋建築 藤森　照信 学研パブリッシング

528.2 ﾔ エアコンのいらない家 山田　浩幸 エクスナレッジ
534 ｺ 「流体工学」のキホン 小峯　竜男 ソフトバンククリエイティブ

539.6 ﾀ 放射線・放射能がよくわかる本 多田　順一郎 オーム社
543 ﾀ 電気をつくろう！ 高橋　隆雄 秀和システム
543.5 ｹﾞ 原発と震災 「科学」編集部 岩波書店
548.2 ｽﾞ 図解ですっきりラクラクわかるパソコンのしく アスキー書籍編集部 アスキー・メディアワークス

590 ﾅ 夏を涼しく暮らす１８８のルール エクスナレッジ
593.3 ｵ おとな帽子＋こども帽子 岡部　淳子 日本ヴォーグ社

593.3 ｶ
はじめてでもやさしく作れるＡラインの
ワンピース

かわい　きみ子 ＮＨＫ出版

593.3 ｼ シャツのお直し ヌーカフェ 文化学園文化出版局

595 ｺ
こどもヘアＨａｐｐｙアレンジ＆手づくりヘア
アクセ

ＺＵＳＳＯ　ＫＩＤＳ 講談社



新着案内７月号（一般書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
596 ｱ 常識いらずのお料理入門 阿部　絢子 講談社

596 ｵ
料理をもっとおいしくする調味料のきほんと使
い方レシピ

大庭　英子 成美堂出版

596 ｶ からだが元気になるにんにくレシピ 永山　久夫 池田書店
596 ｺ とうがらし コウ　ケンテツ 講談社
596 ｾ 節電・節水調理のコツおいしいごはんレシピ 成美堂出版編集部 成美堂出版
596 ﾊ 浜内千波の塩分１／２でもこんなにおいしい！ 浜内　千波 文化学園文化出版局

596 ﾔ 味つけはしょうゆ、砂糖、塩だけ！ 山田　富起子 講談社
596 ﾜ 漬けるおかず便利帳 渡部　和泉 池田書店
596.2 ﾊ 焼きたて！おうちピザ 浜田　美里 講談社
596.3 ﾊ きなこが決め手の絶品レシピ 浜田　美里 淡交社
596.6 ｲ オリーブオイルで大人のおやつ 磯貝　由恵 文化学園文化出版局

596.6 ｺ
なめらかプリンふるふるゼリー
ふわふわムース

越野　ゆうこ 家の光協会

611.0 ｱ 農業で稼ぐ！経済学 浅川　芳裕 ＰＨＰ研究所
613.4 ﾋ 肥料を知る土を知る 農文協 農山漁村文化協会
627.7 ﾀﾞ だれでもできる！庭木・花木の剪定 玉崎　弘志 主婦の友社
653.2 ﾀ 知っておきたい１００の木 田中　潔 主婦の友社
664.6 ﾅ マグロ学 中村　泉 講談社
702.3 ﾛ ロシアの文化・芸術 長塚　英雄 生活ジャーナル
709.1 ﾔ 観光アート 山口　裕美 光文社
723.3 ｹ 美しき姫君 マーティン・ケンプ 草思社
726.1 ｽ 星の王子さま ジョアン・スファール サンクチュアリ出版

726.1 ﾑ 星守る犬 村上　たかし 双葉社
726.1 ﾑ 2 星守る犬　続 村上　たかし 双葉社
726.5 ｷﾞ サリサリくん 銀色　夏生 河出書房新社
726.5 ﾀ アライバル ショーン・タン 河出書房新社
726.5 ﾏ ＴａｉｋｏＭａｔｓｕｏ＿Ｌａｙｅｒｅｄ 松尾　たいこ パルコエンタテインメント事業部

726.9 ﾑ 切り絵で訪ねる北のまち 村田　武雄 文芸社
751.4 ｶ 粘土でつくる里山の小さな花と生きもの 川口　紀子 ＮＨＫ出版
754.9 ｵ 恐竜の切り紙 大原　まゆみ 誠文堂新光社
757.8 ﾘ Ｌｉｖｉｎｇ　ｗｉｔｈ　ＣＯＬＯＲＳ 主婦の友社
759 ﾃ だれでも作れる万華鏡 照木　公子 日東書院本社
767.8 ｻ さだのはなし さだ　まさし ユーキャン学び出版

772.1 ﾓ あきらめなかったいつだって 森　光子 ＰＨＰ研究所
778.7 ﾆ “日常系アニメ”ヒットの法則 キネマ旬報映画総合研究所 キネマ旬報社
778.8 ｺﾞ 2 江　後編 ＮＨＫ出版
780.2 ﾋ いつの日か… 平沢　芳明 北海道新聞社
780.7 ｵ おなか周りスッキリ腹凹トレ 尾関　紀輝 池田書店

783.4 ｼ
世界のトッププレーヤーの見せる個人技１００
コレクション

下田　哲朗 東邦出版

783.4 ﾅ 日本男児 長友　佑都 ポプラ社
783.4 ﾆ サムライブルーの料理人 西　芳照 白水社
783.8 ｲ 石川家の子育て 石川　勝美 ＰＨＰ研究所
786.1 ﾉ それでも僕は「現場」に行く 野口　健 ＰＨＰ研究所
787.1 ｶ 魚の行動習性を利用する釣り入門 川村　軍蔵 講談社
788.5 ﾌ ノーザンファームの情熱 古矢　友三 宝島社
788.5 ﾖ 血のジレンマ 吉沢　譲治 ＮＨＫ出版

816 ﾀ
１５０字からはじめる「うまい」と言われる文章
の書き方

高橋　フミアキ 日本实業出版社

816 ﾌ 文は一行目から書かなくていい 藤原　智美 プレジデント社
847.8 ﾅ 街歩きのドイツ語 中村　真人 三修社
904 ﾏ 樹液そして果实 丸谷　才一 集英社
909 ｻ 2 作品を読んで考えるイギリス児童文学講座　２ 中野　節子 ＪＵＬＡ出版局
909 ｻ 3 作品を読んで考えるイギリス児童文学講座　３ 中野　節子 ＪＵＬＡ出版局
909 ﾀ 老いと死を伝える子どもの本 谷出　千代子 大空社
911.1 ｶ たとへば君 河野　裕子 文芸春秋
911.3 ｶ 金子兜太の俳句塾 金子　兜太 毎日新聞社



新着案内７月号（一般書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
911.6 ｲ どどいつちゃん いいあい メディアファクトリー
913.6 ｱ 私のいない高校 青木　淳悟 講談社
913.6 ｱ 石の繭 麻見　和史 講談社
913.6 ｱ 晋作蒼き烈日 秋山　香乃 日本放送出版協会
913.6 ｱ 白樫の樹の下で 青山　文平 文芸春秋
913.6 ｱ 朝鮮通信使いま肇（はじ）まる 荒山　徹 文芸春秋
913.6 ｱ 書物幻戯（リイリュジオン） 赤城　毅 講談社
913.6 ｲ 円朝語り 稲葉　稔 徳間書店
913.6 ｲ そこへ行くな 井上　荒野 集英社
913.6 ｲ 明日のマーチ 石田　衣良 新潮社
913.6 ｲ 与太話浮気横槍 犬飼　六岐 新潮社
913.6 ｲ 北天蒼星 伊東　潤 角川書店
913.6 ｲ 湯女の櫛 岩井　志麻子 角川書店
913.6 ｵ 普天間よ 大城　立裕 新潮社
913.6 ｵ びいどろの火 奥山　景布子 文芸春秋
913.6 ｵ 誰にも書ける一冊の本 荻原　浩 光文社
913.6 ｵ 我が家の問題 奥田　英朗 集英社
913.6 ｶ 聖なる怪物たち 河原　れん 幻冬舎
913.6 ｶ アリシアの三姉妹 夏寿司 講談社
913.6 ｶ ロマノフの徒花 河島　みどり 草思社
913.6 ｶ 黄金坂ハーフウェイズ 加藤　实秋 角川書店
913.6 ｶ フラッシュ・ポイント 神永　学 新潮社
913.6 ｷ 陽の鳥 樹林　伸 講談社
913.6 ｸ 努力しないで作家になる方法 鯨　統一郎 光文社
913.6 ｺ ふたり 小手鞠　るい 世界文化社
913.6 ｺ サヴァイヴ 近藤　史恵 新潮社
913.6 ｺ 化合 今野　敏 講談社
913.6 ｺﾞ しくじり姫 ゴマブッ子 ヴィレッジブックス
913.6 ｻ 空色バトン 笹生　陽子 文芸春秋
913.6 ｻ 血は欲の色 沢田　ふじ子 幻冬舎
913.6 ｻ ダンスホール 佐藤　正午 光文社
913.6 ｻ もうひとつの朝 佐藤　泰志 河出書房新社
913.6 ｻ 血闘！戦艦「大和」太平洋出撃 佐保　満 有楽出版社
913.6 ｼ アンダルシア 真保　裕一 講談社
913.6 ｼ 猫と妻と暮らす 小路　幸也 徳間書店
913.6 ｼ 翼 白石　一文 光文社
913.6 ｼ 冬蛾 柴田　哲孝 祥伝社
913.6 ｼ はぐれ猿は熱帯雨林の夢を見るか 篠田　節子 文芸春秋
913.6 ｼ 虹色と幸運 柴崎　友香 筑摩書房
913.6 ｼ 5 それゆけ！宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ　５ 庄司　卓 朝日新聞出版
913.6 ｽ 檻の中の鼓動 末浦　広海 中央公論新社
913.6 ﾀ トッカンｖｓ勤労商工会 高殿　円 早川書房
913.6 ﾀ 3 夢の上　３ 多崎　礼 中央公論新社
913.6 ﾂ 蠢く吉原 辻井　单青紀 幻冬舎
913.6 ﾂ 韃靼の馬 辻原　登 日本経済新聞出版社

913.6 ﾂ 戦国業師列伝 津本　陽 世界文化社
913.6 ﾄﾞ 八月からの手紙 堂場　瞬一 講談社
913.6 ﾄ 1 ログ・ホライズン　１ 橙乃　ままれ エンターブレイン
913.6 ﾅ 刑事の骨 永瀬　隼介 文芸春秋
913.6 ﾅ ひやかし 中島　要 光文社
913.6 ﾆ 黄泉坂案内人 仁木　英之 角川書店
913.6 ﾆ 寒灯 西村　賢太 新潮社
913.6 ﾆ カシオペアスイートの実 西村　京太郎 祥伝社
913.6 ﾆ 囮物語 西尾　維新 講談社
913.6 ﾆ 1 化物語　上 西尾　維新 講談社
913.6 ﾆ 2 化物語　下 西尾　維新 講談社
913.6 ﾆ 7 十津川警部日本縦断長篇ベスト選集　０７ 西村　京太郎 徳間書店
913.6 ﾇ ユリゴコロ 沼田　まほかる 双葉社



新着案内７月号（一般書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
913.6 ﾊ 刀伊入寇 葉室　麟 实業之日本社
913.6 ﾊ 天の方舟 服部　真澄 講談社
913.6 ﾋ 真夏の方程式 東野　圭吾 文芸春秋
913.6 ﾋ ドッグテールズ 樋口　明雄 光文社
913.6 ﾌ タワーリング 福田　和代 新潮社
913.6 ﾌ 骨の記憶 藤原　智美 集英社
913.6 ﾌ 愛ある追跡 藤田　宜永 文芸春秋
913.6 ﾌ 命に三つの鐘が鳴る 古野　まほろ 光文社
913.6 ﾎ 石狩川 本庄　陸男 新日本出版社
913.6 ﾎ レイジ 誉田　哲也 文芸春秋
913.6 ﾏ 不可能 松浦　寿輝 講談社
913.6 ﾏ ゴランノスポン 町田　康 新潮社
913.6 ﾐ 密室晩餐会 二階堂　黎人 原書房
913.6 ﾐ 道鏡 三田　誠広 河出書房新社
913.6 ﾐ 開かせていただき光栄です 皆川　博子 早川書房
913.6 ﾑ 母のはなし 群　ようこ 集英社
913.6 ﾓ 彷徨（さまよ）う警官 森　詠 毎日新聞社
913.6 ﾓ 身も心も 盛田　隆二 光文社
913.6 ﾓ ぬるい毒 本谷　有希子 新潮社
913.6 ﾓ 棟居刑事の代行人（ジ・エージェント） 森村　誠一 中央公論新社
913.6 ﾔ ＡＲＡＫＵＲＥあらくれ 矢作　俊彦 早川書房
913.6 ﾔ 竜馬奔る　少年篇 山本　一力 角川春樹事務所
913.6 ﾔ あきらめないで やなせ　たかし 新日本出版社
913.6 ﾔ 刑事のまなざし 薬丸　岳 講談社
913.6 ﾔ パパは今日、運動会 山本　幸久 筑摩書房
913.6 ﾖ 戯史三国志　我が糸は誰を操る 吉川　永青 講談社
913.6 ﾖ ジュージュー よしもと　ばなな 文芸春秋
913.6 ﾘ 2 華鬼　２ 梨沙 イースト・プレス
913.6 ﾘ 3 華鬼　３ 梨沙 イースト・プレス
913.6 ﾘ 4 華鬼　４ 梨沙 イースト・プレス
913.6 ﾜ 天上紅蓮 渡辺　淳一 文芸春秋
914.6 ｱ 隠居大学 天野　祐吉 朝日新聞出版
914.6 ｱ 和子の部屋 阿部　和重 朝日新聞出版
914.6 ｲ きょう一日。 五木　寛之 徳間書店
914.6 ｲ なぎさホテル 伊集院　静 小学館
914.6 ｵ 「孤独の力」を抱きしめて 落合　恵子 小学館
914.6 ｶ たったこれだけの家族 河野　裕子 中央公論新社
914.6 ｷ おひとりさまの愉しみ 木岡　悦子 ミネルヴァ書房
914.6 ｷ 「こつこつ」と生きています 岸本　葉子 中央公論新社
914.6 ｻ 死ぬ気まんまん 佐野　洋子 光文社
914.6 ﾃﾞ 古本屋歳時記 出久根　達郎 河出書房新社
914.6 ﾅ 生きてるかい？ 单木　佳士 文芸春秋
914.6 ﾊ 一瞬と永遠と 萩尾　望都 幻戯書房
914.6 ﾋ どうかと思うが、面白い 平山　夢明 扶桑社
914.6 ﾍ 水の透視画法 辺見　庸 共同通信社
914.6 ﾎ 君がいない夜のごはん 穂村　弘 ＮＨＫ出版
914.6 ﾏ 猫とあほんだら 町田　康 講談社
914.6 ﾐ 实りの庭 光野　桃 文芸春秋
914.6 ﾑ 野良猫ケンさん 村松　友視 河出書房新社
914.6 ﾔ 別れの手続き 山田　稔 みすず書房
914.6 ﾖ 履歴書代わりに 吉村　昭 河出書房新社
914.6 ﾖ 質素な性格 吉行　和子 講談社
914.6 ﾖ すぐそこのたからもの よしもと　ばなな 文化学園文化出版局

916 ｶ マイ・バック・ページ 川本　三郎 平凡社
923.7 ｸﾞ 悲しみは逆流して河になる 郭　敬明 講談社
923.7 ﾓ 蛙鳴 莫言 中央公論新社
933 ﾀﾞ ロザリーの秘密 ハドリー・ダイアー バベルプレス
933 ﾄﾞ 盗まれっ子 キース・ドノヒュー 武田ランダムハウスジャパン



新着案内７月号（一般書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
933 ﾊ 四十面相クリークの事件簿 トマス・Ｗ．ハンシュー 論創社
933 ﾋﾟ 逃亡のガルヴェストン ニック・ピゾラット 早川書房
933 ﾋﾟ よくできた女（ひと） バーバラ・ピム みすず書房
933 ﾎ 神の左手 ポール・ホフマン 講談社
936 ｻ 最初の刑事 ケイト・サマースケイル 早川書房
943 ｷ この世の涯てまで、よろしく フレドゥン・キアンプール 東京創元社
949.8 ﾃ 黄昏に眠る秋 ヨハン・テオリン 早川書房
953 ﾘ 1 慈しみの女神たち　上 ジョナサン・リテル 集英社
953 ﾘ 2 慈しみの女神たち　下 ジョナサン・リテル 集英社
986 ﾙ ヒトラーの最期 エレーナ・ルジェフスカヤ 白水社
B 913.6 ｷ 悪夢の観覧車 木下　半太 幻冬舎
B 913.6 ｷ 悪夢のエレベーター 木下　半太 幻冬舎
B 913.6 ｻ 覇者 佐伯　泰英 祥伝社
B 913.6 ｻ 品川の騒ぎ 佐伯　泰英 幻冬舎
B 913.6 ｾ 錯覚 仙川　環 朝日新聞出版
R 175.9 ｶ 鎌倉古社寺辞典 吉川弘文館編集部 吉川弘文館
R 253.0 ﾅ 2 アメリカ史「読む」年表事典　２ 中村　甚五郎 原書房
R 383.8 ﾆ 日本の食文化史年表 江原　絢子 吉川弘文館
R 403.8 ｻ サイエンス大図鑑 アダム・ハート＝デイヴィス 河出書房新社
R 486.8 ｶ 庭のイモムシ・ケムシ 川上　洋一 東京堂出版
R 786.1 ｼﾞ 实用登山用語データブック 山と渓谷社 山と渓谷社
R 811.2 ﾖ 読んで楽しむ当て字・難読語の辞典 東京堂出版編集部 東京堂出版



新着案内７月号（児童書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
031 ﾈ ねぇ知ってる？大図鑑 福岡　伸一 主婦と生活社
100 ﾅ さようなら、ドラえもん 中島　義道 講談社
158 ｺ 友達がいないということ 小谷野　敦 筑摩書房
159 ﾖ イケてないと思ったら読む本 横森　理香 ＰＨＰ研究所
209 ｶ 文明の迷路 香川　元太郎 ＰＨＰ研究所
289 ﾉ 宇宙少年 野口　聡一 講談社
319 ﾔ 戦争を取材する 山本　美香 講談社
330 ｶ 学校では教えてくれないお金の話 金子　哲雄 河出書房新社
366 ｺ 子どもにかかわる仕事 汐見　稔幸 岩波書店
386 ｼ ７月のえほん 長谷川　康男 ＰＨＰ研究所
388 ｶ 伝説の迷路 香川　元太郎 ＰＨＰ研究所
388 ﾑ 2 日本全国妖怪スポット　２ 村上　健司 汐文社
404 ﾏ まりか先生のくらしの中の科学 内田　麻理香 文化学園文化出版局

407 ｳ 動く！遊べる！小学生のおもしろ工作　ｅｃｏ 成美堂出版
407 ｶ 科学遊び大図鑑 かざま　りんぺい 主婦の友社
451 ﾒ 名探偵コナン理科ファイル天気の秘密 青山　剛昌 小学館
480 ｻ 「調べ学習」に役立つ水辺の生きもの 佐々木　洋 実業之日本社
480 ﾀ 野鳥もネコもすくいたい！ 高橋　うらら 学研教育出版
480 ﾅ なぜシマウマはシマシマなの？ 竹内　久美子 講談社
480 ﾅ なぜダンゴムシはまるまるの？ 佐々木　洋 講談社
481 ｱ 危ない生き物大図鑑 小野　展嗣 ＰＨＰ研究所
481 ｵ ゴミにすむ魚たち 大塚　幸彦 講談社
486 ｲ 昆虫としたしむ１２か月 今森　光彦 アリス館
486 ｲ 世界のカブトムシ 今森　光彦 アリス館
486 ﾀ いつもトンボとにらめっこ 谷本　雄治 岩崎書店
486 ﾋﾞ びっくり！ジャンボ昆虫園 岡島　秀治 学研教育出版
491 ﾔ ヒトの親指はエライ！ 山本　省三 講談社
498 ｲ 救命救急フライトドクター 岩貞　るみこ 講談社
538 ﾏ 飛べ！「はやぶさ」 松浦　晋也 学研教育出版
545 ｲ 光が照らす未来 石井　幹子 岩波書店
596 ﾐ からだにやさしいヘルシースイーツ 宮沢　うらら 汐文社
602 ｼ 調べる！４７都道府県 こどもくらぶ 同友館
720 ｸ いのち 窪島　誠一郎 アリス館
762 ｺ ピアノはともだち こうやま　のりお 講談社
783 ｻ 斎藤佑樹 スポーツ伝説研究会 汐文社
786 ｺ ぼくの仕事場は富士山です 近藤　光一 講談社
811 ｼ 知ってびっくり！漢字はじまり物語 汐見　稔幸 学研教育出版
814 ｼ 知ってびっくり！ことわざはじまり物語 汐見　稔幸 学研教育出版

814 ｽ
すっきりわかる！〈江戸～明治〉昔のことば大
事典

くもん出版

913 ｱ うふふ森のあららちゃん 麻生　かづこ 国土社
913 ｱ はなかっぱとももかっぱ あきやま　ただし メディアファクトリー
913 ｱ ルルとララのふんわりムース あんびる　やすこ 岩崎書店
913 ｲ だれにもいえない 岩瀬　成子 毎日新聞社
913 ｲ 山のトムさん 石井　桃子 福音館書店
913 ｵ オトタケ先生の３つの授業 乙武　洋匡 講談社
913 ｵ きんいろのさかな・たち 大谷　美和子 くもん出版
913 ｵ こども電車 岡田　潤 金の星社
913 ｶ 狛犬「あ」の話 柏葉　幸子 講談社
913 ｸ オン・ザ・ライン 朽木　祥 小学館
913 ｸ 消えた探偵犬の秘密 楠木　誠一郎 ジャイブ
913 ｻ どろんこライオン 佐々木　マキ 理論社
913 ｻ もぐらのたくはいびん 斉藤　洋 講談社
913 ｻ 遠く不思議な夏 斉藤　洋 偕成社
913 ｻ 1 ミス・カナのゴーストログ　１ 斉藤　洋 偕成社
913 ｻ 2 ミス・カナのゴーストログ　２ 斉藤　洋 偕成社
913 ｼ おじいちゃんの大切な一日 重松　清 幻冬舎
913 ｼ ロップのふしぎな髪かざり 新藤　悦子 講談社



新着案内７月号（児童書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
913 ﾀ アリクイにおまかせ 竹下　文子 小峰書店
913 ﾃ たまごがわれたら 寺村　輝夫 フレーベル館
913 ﾄ 盆まねき 富安　陽子 偕成社
913 ﾑ 図書室の日曜日 村上　しいこ 講談社
913 ﾓ 夏のサイン 最上　一平 角川学芸出版
913 ﾔ がっこうかっぱのイケノオイ 山本　悦子 童心社
913 ﾖ チームみらい 吉野　万理子 学研教育出版
913 ﾖ ヤマトシジミの食卓 吉田　道子 くもん出版
916 ｱ ホスピタルクラウン・Ｋちゃんが行く あんず　ゆき 佼成出版社
931 ｱ あたしのまざあ・ぐうす ふくだ　じゅんこ 富山房インターナショナル

933 ｳﾞ ルルとブロントサウルス ジュディス・ヴィオースト 小学館
933 ｳ 1 二番目のフローラ　上 イザボー・Ｓ．ウィルス 東京創元社
933 ｳ 2 二番目のフローラ　下 イザボー・Ｓ．ウィルス 東京創元社
933 ｶ ヘビとトカゲきょうからともだち ジョイ・カウリー アリス館
933 ｷ 3 シャドウ・ゴールドの秘密　３ ロブ・キッド 講談社
933 ｺﾞ キャットと王立劇場のダイヤモンド ジュリア・ゴールディング 静山社
933 ｺﾞ キャットと奴隷船の少年 ジュリア・ゴールディング 静山社
933 ｼ 2 クレプスリー伝説　２ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館
933 ﾁ 魔女のスプーン ルース・チュウ フレーベル館
933 ﾄﾞ 隠れ家 シャロン・ドガー 岩崎書店
933 ﾌ 5 エリアナンの魔女　５ ケイト・フォーサイス 徳間書店
933 ﾓ カイト マイケル・モーパーゴ あかね書房
943 ﾏ 2 天空の少年ニコロ　２ カイ・マイヤー あすなろ書房
949 ﾘ ヴィンニイタリアへ行く ペッテル・リードベック 岩波書店
949 ﾘ ヴィンニとひみつの友だち ペッテル・リードベック 岩波書店
949 ﾘ われらがヴィンニ ペッテル・リードベック 岩波書店
961 ﾋ プラテーロとわたし Ｊ．Ｒ．ヒメネス 理論社
C ｲﾓ いもうとがうまれたよ！ 中井　はるの 教育画劇
C ｷﾂ きっとつよくなるよ！ 藤巻　吏絵 教育画劇
C ｺﾃ こてんぐちゃん 長野　ヒデ子 童心社
C ｺﾈ こねこちゃん 堀尾　青史 童心社
C ｺﾈ こねこのハンカチ 竹下　文子 童心社
C ﾅｶ なかよしこいぬきょうだい！ ネイチャー・プロダクション 教育画劇
C ﾊｲ はい、タッチ とよた　かずひこ 童心社
C ﾊﾟｵ パオのおでかけ ネイチャー・プロダクション 教育画劇
C ﾌﾞﾀ ぶたのおかあさん 岡山　真子 教育画劇
C ﾎﾀ ホタルくんとカエルさん 得田　之久 童心社
C ﾏｲ まいごのうさぎぼうや 新井　洋行 教育画劇
C ﾐﾝ みんなでだいぼうけん かぜまち 教育画劇
C ﾖﾁ よちよちあかちゃん 中井　はるの 教育画劇
E ｱｲ あいちゃんのワンピース こみや　ゆう 講談社
E ｱｶ あかちゃんがいるの！ 津田　真帆 大日本図書
E ｱｶ あかちゃんたんていラプーたんじょう！ ベネディクト・ゲチエ クレヨンハウス
E ｱｻ あさがお 荒井　真紀 金の星社
E ｱﾒ あめのひくろくま たかい　よしかず くもん出版
E ｱﾘ アリアドネの糸 ハビエル・ソブリーノ 光村教育図書
E ｲﾁ いちばんでんしゃのしゃしょうさん たけむら　せんじ 福音館書店
E ｳﾐ 海をわたったヒロシマの人形 指田　和 文研出版
E ｴﾎ 絵本マボロシの鳥 藤城　清治 講談社
E ｵｼﾞ おじいちゃんのふね ひがし　ちから ブロンズ新社
E ｵﾗ オランウータンに会いに行く 横塚　真己人 偕成社
E ｵﾚ おれたちはパンダじゃない サトシン アリス館
E ｶﾞﾀ がたぴしくん たしろ　ちさと ＰＨＰ研究所
E ｶﾝ カンガルーがいっぱい 山西　ゲンイチ　 教育画劇
E ｷﾐ きみたちにおくるうた バラク・オバマ 明石書店
E ｸﾏ くまのオットーとえほんのおうち ケイティ・クレミンソン 岩崎書店
E ｺﾀﾞ 古代ギリシャのいいこと図鑑 結城　昌子 小学館
E ｺﾂ コックのぼうしはしっている シゲタ　サヤカ 講談社



新着案内７月号（児童書）

請求記号 タイトル 著者 出版者
E ｺﾚ これ、もっていき 村上　しいこ 講談社
E ｺﾛ ころころにゃーん 長　新太 福音館書店
E ｻｶ サカサかぞくのだんなしぶいぶしなんだ 宮西　達也 ほるぷ出版
E ｼﾝ シンデレラ 安野　光雅 世界文化社
E ｽｲ すいかのたび 高畠　純 絵本館
E ｿｳ そうべえふしぎなりゅうぐうじょう たじま　ゆきひこ 童心社
E ﾂｷﾞ つぎのかたどうぞ 飯野　和好 小学館
E ﾅﾂ なつねこ かんの　ゆうこ 講談社
E ﾈｺ ねこのいえ サムイル・マルシャーク 平凡社
E ﾈｺ ねこのピカリとまどのほし 市居　みか あかね書房
E ﾈｽﾞ ねずみのへやもありません カイル・ミューバーン 岩崎書店
E ﾊﾞﾝ バングルスせんせいちこく！ちこく？ ステファニー・カルメンソン ひさかたチャイルド
E ﾋﾄ ひとりぼっちのガブ きむら　ゆういち 講談社
E ﾋﾟﾝ ピンクがすきってきめないで ナタリー・オンス 講談社
E ﾌｲ フィオーラとふこうのまじょ たなか　鮎子 講談社
E ﾌﾞﾀ ぶた　いろいろなかず ユリア　ヴォリ 文渓堂
E ﾌﾞﾀ ぶたときまぐれきのこ ユリア　ヴォリ 文渓堂
E ﾍﾝ へんなかお 大森　裕子 白泉社
E ﾍﾞﾝ ベンチがひとつ 竹下　文子 講談社
E ﾍﾟﾝ ぺんぎんのたまごにいちゃん あきやま　ただし 鈴木出版
E ﾎﾞｸ ぼくがきょうりゅうだったとき まつおか　たつひで ポプラ社
E ﾎｼ 星になった鮭 楡木　啓子 響文社
E ﾎﾟﾂ ポットさん きたむら　さとし ＢＬ出版
E ﾐｽﾞ みずたまり 森山　京 偕成社
E ﾐﾙ みるなのへや 広松　由希子 岩崎書店
E ﾐﾝ みんなおはよう こしだ　ミカ 架空社
E ﾐﾝ みんなでよいしょ あまん　きみこ 小峰書店
E ﾔﾏ やまんばあかちゃん 富安　陽子 理論社
E ﾔﾏ 山のとしょかん 肥田　美代子 文研出版
E ﾖﾙ よるのえほん バーバラ・エンバリー あすなろ書房
E ﾘﾝ りんごくんがね… とよた　かずひこ 童心社
E ﾛｼﾞ ロージーのモンスターたいじ フィリップ・ヴェヒター ひさかたチャイルド
E ﾜﾀ わたししんじてるの 宮西　達也絵 ポプラ社
E ﾜﾀ わたしのにわ ケビン・ヘンクス ＢＬ出版
E ﾜﾀ わたしのひかり モリー・バング 評論社
R 031 ﾓ もっとくらべる図鑑 加藤　由子 小学館
R 460 ｲ 一生の図鑑 阿部　和厚 学研教育出版



今月のおすすめ図書 

 

「夏を涼しく暮らす１８８のルール」 

 エクスナレッジ 

 夏野菜で体温を下げる。い草のスリッパにする…。「食」「医」

「衣」「住」の観点から、できるだけ電気を使わずに夏を快適

に過ごすためのアイデアと、家電製品全般にわたる「省エネ」

のアイデア 188 を紹介します。 

（請求記号／590 ナ）                  

 

「サムライブルーの料理人」 

西 芳照 著 白水社 

世界で戦うサッカー日本代表の選手たちを「食」で支えてき

た専属シェフの奮闘記。W 杯からアジア杯優勝までの舞台裏を

明かす。W 杯南アフリカ大会の全メニューも掲載。最強レシピ

付き。            

請求記号／783.4 ニ）  

 

「キルリアン・ブルー」 

 キース・ドノヒュー 著  
武田ランダムハウス

ジャパン 

 何年も待ちつづけてきて、ようやく人間の子供に戻ったヘ

ンリー・デイ。ある日突然、小鬼として生きることになった

エニディ。立場を取り替えられたふたりの少年が過去と決別

し、自分の人生を見つけるまでの姿を鮮やかに描く。 

（請求記号／933 ド）                      

 

「野鳥もネコもすくいたい！小笠原のノラネコ引っこし大作戦」 

高橋 うらら 文・写真  

永吉 カヨ 絵ほか 
   学研教育出版               

 

島の野鳥を襲うノラネコたちをどうしたらよいか。小笠原村

の関係者たちが話し合いをする中、獣医師の一言によって、ノ

ラネコを東京本土へ送る作戦が始まり…。感動のノンフィクシ

ョン。              （480 タ・児童書） 


