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仕事に役立つ統計学の教え 

斎藤広達 著  

 

 

 

  

 

 

ガジェット愛がとまらない 

スタパ斎藤著 

るかぽん漫画 

 

 
 

閻魔の世直し 

西條奈加 著 

 

  

 

 

 

ユニバーサルデザインと 

バリアフリーの図鑑 

徳田克己 著 

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 

 

仕事に役立つ統計学の教え 

斎藤広達著 日経ＢＰ社 

ビジネスは S カーブに支配される? 誰でも 16%の人には

嫌われてしまう? 「売れる確率」「成功確率を高めるテクニ

ック」「産業統計の読み方」など、営業やマーケティングで使

える統計学の具体的な技や考え方を紹介する。 

（請求記号／336.1 サ）                 

 

ガジェット愛がとまらない 

 スタパ斎藤著 

るかぽん漫画 
メディアファクトリー 

 新製品が出ると衝動買いし、ケータイは新機種が出るたびに

買い換える。最新タブレットを用もなく持ち歩き、製品の不具

合で開発者とバトルする…。給料と人生をデジタルガジェット

につぎ込んできた男の実録コミックエッセイ。         

（請求記号／548 ス）  

 

閻魔の世直し 

 西條奈加著 新潮社 

 表は堅気のお人好し、裏は凄腕の悪党が揃う「善人長屋」。

天誅を気取り、裏街道の頭衆を血祭りにあげる閻魔組の暗躍

を見過ごせず、長屋を探る同心の目を潜り、裏稼業の技を尽

くして探索するが…。     （請求記号／91３.6 サ）                      

 

 ユニバーサルデザインとバリアフリーの図鑑 

徳田克己監修       ポプラ社                 

ユニバーサルデザインとバリアフリーについて具体的に学

べる図鑑。障がいのある人が家庭や学校で使う道具や、先端

技術を用いた便利な道具などを写真とともに紹介する。書き

込みページ、点字表あり。（児童書・請求記号／3６９ユ） 

 ＊図書の画像・内容のデータは（株）ＴＲＣのものを使用しています。 



 

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４月号 （一般書） 

請求記号 タイトル 人名 出版者 

007.6 ｱ 
Ａｄｏｂｅ Ａｃｒｏｂａｔ ⅩⅠス

ーパーマニュアル 
富士ソフト 秀和システム 

007.6 ｱ 
速効！図解Ｗｏｒｄ ＆ Ｅｘｃ

ｅｌ ２０１３ 
東 弘子 マイナビ 

007.6 ｵ すぐわかるＥｘｃｅｌ ２０１３ 尾崎 裕子 アスキー・メディアワークス 

007.6 ｵ はじめてのＡｃｃｅｓｓ ２０１３ 大沢 文孝 秀和システム 

007.6 ｶ 
すぐわかるＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ ２

０１３ 
川上 恭子 アスキー・メディアワークス 

007.6 ｷ 速効！図解Ｅｘｃｅｌ ２０１３ 木村 幸子 マイナビ 

007.6 ｿ 
速効！図解ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ 

２０１３ 
野々山 美紀 マイナビ 

007.6 ﾊ 
はじめてのＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ ２

０１３ 
リブロワークス 秀和システム 

007.6 ﾊ 
はじめてのＷｏｒｄ ＆ Ｅｘｃ

ｅｌ ２０１３ 
Ｓｔｕｄｉｏノマド 秀和システム 

007.6 ﾑ はじめてのＥｘｃｅｌ ２０１３ 村松 茂 秀和システム 

015.2 ﾅ レファレンスブックス 長沢 雅男 日本図書館協会 

020.2 ﾗ 本の歴史文化図鑑 マーティン・ライアンズ 柊風舎 

021.2 ｼ 著作権法 渋谷 達紀 中央経済社 

023 ﾔ 
ＡｍａｚｏｎのＫｉｎｄｌｅで自分

の本を出す方法 
山崎 潤一郎 ソフトバンククリエイティブ 

049 ｸﾞ 「日常の偶然」の確率 ティム・グリン＝ジョーンズ 原書房 

049 ﾀﾞ 
誰かに教えたくなるアレの名

前 
別冊宝島編集部 宝島社 

049 ﾋﾞ 
ビートたけしの幸せ三面記

事新聞 
ビートたけし ロッキング・オン 

070 ﾊ 新聞の力 橋本 五郎 労働調査会 

114.2 ﾏ 
「死ぬのが怖い」とはどうい

うことか 
前野 隆司 講談社 

134.9 ﾅ ニーチェ 中島 義道 河出書房新社 

140 ｼ 心理学大図鑑 キャサリン・コーリン 三省堂 

143.6 ｵ 
面白いほどよくわかる！

「男」がわかる心理学 
斉藤 勇 西東社 

145.5 ｱ 13 
あなたも絶対ダマされるトリ

ックアート大百科 ２０１３ 
  鉄人社 

148.3 ﾀ たまひよ男の子の名前事典 たまごクラブ ベネッセコーポレーション 

148.3 ﾀ たまひよ女の子の名前事典 たまごクラブ ベネッセコーポレーション 

159 ﾖ 僕らの時代のライフデザイン 米田 智彦 ダイヤモンド社 

165 ｽﾞ 
図解比べてわかる！世界を

動かす３宗教 
保坂 俊司 ＰＨＰ研究所 



新着案内４月号 （一般書） 

請求記号 タイトル 人名 出版者 

210.1 ｴ 
ＮＨＫさかのぼり日本史 外

交篇５ 
  ＮＨＫ出版 

210.1 ｴ 
ＮＨＫさかのぼり日本史 外

交篇６ 
  ＮＨＫ出版 

211 ﾘ 
リアルタイム「北海道の５０

年」 すすきの風俗編上 
財界さっぽろ編集局 財界さっぽろ 

211 ﾘ 
リアルタイム「北海道の５０

年」 すすきの風俗編下 
財界さっぽろ編集局 財界さっぽろ 

219.5 ｶ 
大航海時代のアジアと大友

宗麟 
鹿毛 敏夫 海鳥社 

222.4 ｼ 図説台湾の歴史 周 婉窈 平凡社 

238.2 ｼﾞ レニングラード封鎖 マイケル・ジョーンズ 白水社 

289.1 ｻ 「坂本竜馬」の誕生 知野 文哉 人文書院 

289.1 ｼ 
雪国８９歳の郵便配達おば

あちゃん 
清水 咲栄 広済堂出版 

289.1 ﾄ 水戸光圀 童門 冬二 致知出版社 

289.1 ﾆ 
すべてわかる！新島八重と

その時代 
武山 憲明 日本文芸社 

289.1 ﾔ 山本美香という生き方 山本 美香 日本テレビ放送網 

290.9 ｲ 
行って良かった！絶対見た

い！世界遺産７７ 
  ＪＴＢパブリッシング 

290.9 ﾓ 旅立つまでのガイドブック 森井 ユカ メディアファクトリー 

291.0 ｹﾞ 13 

厳選！公共の宿ベストガイ

ド 〔２０１３〕 

東日本 

カルチャーランド メイツ出版 

291.0 ｹﾞ 13 

厳選！公共の宿ベストガイ

ド 〔２０１３〕 

西日本 

シルフ メイツ出版 

291.0 ﾆ 日本列島花の絶景   洋泉社 

291.0 ﾊ 花さんぽ ＥＡＳＴ   グラフィック社 

291.0 ﾊ 花さんぽ ＷＥＳＴ   グラフィック社 

291.1 ﾀ 
こげぱん北海道ぶらり旅日

記もっと 
たかはし みき 主婦と生活社 

291.1 ﾁ ちらり見つけたうらっぽろ 
札幌市教育委員会中央図書

館 

札幌市教育委員会中央図書

館 

291.1 ﾎ 北海道日本一 「北海道日本一」編集部 宝島社 

291.1 ﾎ 14 北海道 ’１４   昭文社 

291.1 ﾙ 13 るるぶ北海道 ’１３～’１４   ＪＴＢパブリッシング 

292.2 ｼ 上海   ＪＴＢパブリッシング 

292.2 ﾀ 台北   ＪＴＢパブリッシング 



新着案内４月号 （一般書） 

請求記号 タイトル 人名 出版者 

293.7 ｲ イタリア   ＪＴＢパブリッシング 

297.4 ｸﾞ グアム   ＪＴＢパブリッシング 

302.2 ｹﾞ 
現代インドネシアを知るため

の６０章 
間瀬 朋子著 明石書店 

302.7 ﾊ ハワイを知るための６０章 山本 真鳥著 明石書店 

304 ﾜ 国家覚醒 渡辺 利夫 海竜社 

309.0 ﾆ 
どんな左翼にもいささかも同

意できない１８の理由 
西部 邁 幻戯書房 

309.3 ｼ 革命の季節 重信 房子 幻冬舎 

316.8 ｱ アイヌモシリと平和 越田 清和 法律文化社 

317.4 ｺ 14 
国家試験カタログ ２０１４－

１５年版 
  自由国民社 

317.6 ﾔ マイナンバー法のすべて 八木 晃二著 東洋経済新報社 

318.5 ｾ 
公務員の窓口・電話応対ハ

ンドブック 
関根 健夫 学陽書房 

319.3 ﾌﾞ アフガン侵攻１９７９－８９ ロドリク・ブレースウェート 白水社 

319.8 ｵ 〈沖縄〉基地問題を知る事典 前田 哲男 吉川弘文館 

324.6 ﾄ 
離婚を考えたときにまず読

む本 
豊田 真弓 日本経済新聞出版社 

325.2 ｺﾞ 

合同会社設立と許認可申

請・ネット通販開業・運営の

法律と手続き 

大門 則亮 三修社 

325.2 ｼﾞ 

自分ですらすらできる小さな

会社の設立・税務・社保の

手続き一切 

内尾 由生弥 中経出版 

330 ｻ 

お金の話を１３歳でもわかる

ように一流のプロに聞いたら

超カッキ的な経済本ができ

ちゃいました！ 

佐々木 かをり著 ダイヤモンド社 

330.4 ｸ 
新聞の経済記事は読むな、

バカになる 
日下 公人 李白社 

332.1 ﾏ デフレ救国論 増田 悦佐 徳間書店 

332.1 ﾐ 
これが日本経済《世界「超」

最強》の仕組み 
三橋 貴明 ヒカルランド 

332.2 ｺ 中国共産党と資本主義 ロナルド・コース 日経ＢＰ社 

332.2 ｿ 
それでも中国は巨大な成長

を続ける 
副島 隆彦 ビジネス社 

335.8 ﾌ 
これ１冊で必ずできる！ＮＰ

Ｏ法人設立マニュアル 
福島 達也 学陽書房 

336 ｺ 総務のおしごと手帖 小宮山 敏恵 日本実業出版社 



新着案内４月号 （一般書） 

請求記号 タイトル 人名 出版者 

336.1 ｻ 仕事に役立つ統計学の教え 斎藤 広達 日経ＢＰ社 

336.4 ﾃﾞ 
電話応対＆敬語・話し方の

ビジネスマナー 
尾形 圭子 西東社 

336.5 ｱ すぐわかるＷｏｒｄ ２０１３ 阿部 ヒロコ アスキー・メディアワークス 

336.5 ｱ 速効！図解Ｗｏｒｄ ２０１３ 東 弘子 マイナビ 

336.5 ﾊ はじめてのＷｏｒｄ ２０１３ ゲイザー 秀和システム 

336.9 ｱ 
図解による簿記・会計・財務

のしくみ 
阿部 健夫 自由国民社 

336.9 ｸ 
これだけは知っておきたい

「会社の経理」の基本と常識 
久保 豊子 フォレスト出版 

336.9 ﾋ 
オーナー社長のホットな相

続＆クールに税金対策 
樋沢 武司 中央経済社 

337.2 ﾆ 12 日本貨幣カタログ ２０１２ 日本貨幣商協同組合 日本貨幣商協同組合 

342.1 ｱ 
悪い円安・大インフレでつい

に国家破産！？ 
浅井 隆 第二海援隊 

350.1 ﾆ 統計学が最強の学問である 西内 啓 ダイヤモンド社 

350.9 ﾃﾞ 25 
データブックオブ・ザ・ワール

ド Ｖｏｌ．２５（２０１３） 
  二宮書店 

361.4 ｻ 伝え方が９割 佐々木 圭一 ダイヤモンド社 

364.6 ﾄ 
これで安心！年金をしっかり

もらう本 
戸田 博之 秀和システム 

365.3 ﾅ 
「マイホームの常識」にだま

されるな！ 
長嶋 修 朝日新聞出版 

367.4 ｵ オトナ婚です、わたしたち 大塚 玲子 太郎次郎社エディタス 

368.2 ﾓ 漂流老人ホームレス社会 森川 すいめい 朝日新聞出版 

368.5 ﾓ 
大阪府警暴力団担当刑事

（でか） 
森 功 講談社 

369.1 ｹ 
ケアマネジャー最短合格ナ

ビ 
藤仁館学園 中央経済社 

369.2 ｵ 
それでもわが家から逝きた

い 
沖藤 典子 岩波書店 

369.4 ﾐ まり子の「ねむの木」４５年 宮城 まり子 小学館 

376.1 ｺ 
子どもの病気・けが救急＆

ケアＢＯＯＫ 
  世界文化社 

376.8 ｾﾞ 13 
全国通信制高校案内 ２０１

３～２０１４年版 
  学研教育出版 

376.8 ﾂ 13 
通信制高校があるじゃん！ 

２０１３～２０１４年版 
  学びリンク 

379.9 ｱ 3 
子育てハッピーアドバイス大好

き！が伝わるほめ方・叱り方 ３ 
明橋 大二 １万年堂出版 



新着案内４月号 （一般書） 

請求記号 タイトル 人名 出版者 

382.1 ﾔ 口語訳遠野物語 柳田 国男 河出書房新社 

382.2 ﾍ 
へぇー！韓国ではそうなん

ですか？ 
かおり＆ゆかり 中経出版 

385.9 ｵ 
大人なら知っておくべきお作

法の教科書 
マナー向上委員会 枻出版社 

385.9 ﾔ 

やってるかもしれないけどや

ってはいけない日本人のマ

ナー 

福島 由美 ブルーロータスパブリッシング 

391.6 ｼ 「北朝鮮帰還」を阻止せよ 城内 康伸 新潮社 

402 ｽ 世界を変えた１７の方程式 イアン・スチュアート ソフトバンククリエイティブ 

421.3 ｸ 量子革命 マンジット・クマール 新潮社 

423 ｾ スカイツリーから目薬 関沢 正躬 岩波書店 

431.1 ﾁ 世界で一番楽しい元素図鑑 ジャック・チャロナー エクスナレッジ 

443.9 ﾀﾞ 
ダークマターとダークエネル

ギー 
  ニュートンプレス 

451.8 ﾀ 気候変動を理学する 多田 隆治 みすず書房 

491.3 ﾗ 脳のなかの天使 Ｖ．Ｓ．ラマチャンドラン 角川書店 

491.5 ﾌ 毒の科学 船山 信次 ナツメ社 

493.1 ｸ 
放射線と健康 本当に私た

ちが知りたい５０の基礎知識 
黒部 信一 東京書籍 

493.1 ｻ 実録！あるこーる白書 西原 理恵子 徳間書店 

493.2 ｲ イラストでわかる心臓病 伊東 春樹 法研 

493.4 ｾﾞ 
全部見えるスーパービジュ

アル消化器疾患 
山本 雅一 成美堂出版 

493.6 ｶﾞ 

画像ではわからないしつこ

い腰の痛みを 

治す本 

井須 豊彦 講談社 

493.6 ｺ 
こり・痛みを自分で解消！肩

すっきり体操 
伊藤 博元 ＮＨＫ出版 

493.6 ﾖ 
腰痛をしっかり治すコツがわ

かる本 
久野木 順一 学研パブリッシング 

493.7 ﾖ 
よくわかる双極性障害〈躁う

つ病〉 
貝谷 久宣 主婦の友社 

493.8 ｽ ワクチン新時代 杉本 正信 岩波書店 

493.9 ｷ 
起立性調節障害がよくわか

る本 
田中 英高 講談社 

493.9 ﾌ 
れのあ式アトピーっ子の安

心ごはん 
笛木 紀子 日東書院本社 

494.5 ｺ 
がん放置療法のすすめ 

 
近藤 誠 文芸春秋 



新着案内４月号 （一般書） 

請求記号 タイトル 人名 出版者 

495 ｺ 
心と体の不調をなくす４０歳

からの女性ホルモンケア 
相良 洋子 家の光協会 

496.4 ﾔ 
スッキリ！見えるように戻る

視力回復 セルフケア 
山本 正子 

ブルーロータス 

パブリッシング 

497.6 ｴ 正しい「歯の矯正」の本 海老沢 博 農山漁村文化協会 

498 ｳ 

上野千鶴子が聞く小笠原先

生、ひとりで家で死ねます

か？ 

上野 千鶴子 朝日新聞出版 

498.3 ｱ ９年めの未病生活 青木 光恵 メディアファクトリー 

498.5 ｲ 食べ順爆発ダイエット 石川 英明 ワニブックス 

498.5 ｷ 
とうふ美人のヘルシーレシピ

８０ 
木下 あおい 朝日新聞出版 

498.5 ｺ 最新食べるな、危険！ 小若 順一 幻冬舎 

498.5 ｼ 13 食品成分表 ２０１３本表編 香川 芳子 女子栄養大学出版部 

498.5 ｼ 13 食品成分表 ２０１３資料編 香川 芳子 女子栄養大学出版部 

498.5 ﾌ 
体の調子をととのえる健康

常備おかず 
藤井 恵 ＰＨＰ研究所 

498.8 ｼ 職場を襲う「新型うつ」 ＮＨＫ取材班 文芸春秋 

499.8 ｲ 
今日から使える漢方薬のて

びき 
入江 祥史 講談社 

501.4 ｼ 
ナノ材料のリスク評価のお

はなし 
篠原 直秀 日本規格協会 

501.5 ﾌ 材料評価のおはなし 福田 勝己 日本規格協会 

501.6 ｲ 脱原発から、その先へ 今泉 みね子 岩波書店 

507.9 ｶ 8 
街道レーサー・モデリング 

ＰＡＲＴ．８ 
  ネコ・パブリッシング 

507.9 ﾄ トミカライフ１９７０－２０１３   ネコ・パブリッシング 

521.8 ﾀ 五重塔の科学 谷村 康行 日刊工業新聞社 

524.5 ﾓ 木造建築の科学 高橋 俊介 日刊工業新聞社 

524.9 ｻ 
トコトンやさしい地震と建物

の本 
斉藤 大樹 日刊工業新聞社 

527 ﾁ 

小さくても居心地のいい家を

建てる 

１５２のコツ 

  主婦の友社 

527 ﾎ 8 
北海道発Ｏｎｌｙ Ｏｎｅの家づ

くり ｖｏｌ．８ 
  北海道新聞社 

527.1 ﾏ 間取りの○と× ザ・ハウス エクスナレッジ 

531.9 ｺ 「製図」のキホン 小峯 竜男 ソフトバンククリエイティブ 

535.8 ｻ トコトンやさしいレンズの本 斎藤 晴司 日刊工業新聞社 

537.0 ｻ だんぜんおもしろいクルマの歴史 堺 憲一 ＮＴＴ出版 



新着案内４月号 （一般書） 
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537.9 ｴ 5 Ｆ１のテクノロジー ５   三栄書房 

537.9 ｴ 53 Ｆ１モデリング ｖｏｌ．５３ Ｆ１モデリング編集部 東邦出版 

537.9 ｻ 13 

最新国産＆輸入車全モデル

購入ガイド 

２０１３ 

  ＪＡＦ出版社 

539.0 ｼ 原子力報道 柴田 鉄治 東京電機大学出版局 

539.0 ﾄ 原発洗脳 苫米地 英人 日本文芸社 

543.5 ﾋ 非原発 東京新聞「こちら特報部」 一葉社 

543.6 ｻ 
こうすればできる！地域型

風力発電 
斉藤 純夫 日刊工業新聞社 

547.4 ﾌ 
スタイルシートポケットリファ

レンス 
藤本 壱 技術評論社 

547.4 ﾗ ＬＩＮＥ完全活用ガイド アプリオ編集部 ソフトバンククリエイティブ 

548 ｽ ガジェット愛がとまらない スタパ斎藤 メディアファクトリー 

548.2 ｷ ｋｉｎｄｌｅ ｆｉｒｅ ＨＤ完全ガイド   マイナビ 

548.2 ﾀ 13 タブレット完全ガイド ２０１３   晋遊舎 

548.2 ﾈ Ｎｅｘｕｓ７徹底活用術   コスミック出版 

548.2 ﾋﾟ 13 ＰＣ自作の基礎知識 ２０１３   日経ＢＰ社 

566 ｳ 
トコトンやさしい金属加工の

本 
海野 邦昭 日刊工業新聞社 

567.0 ﾆ 日本石炭産業の衰退 杉山 伸也著 慶応義塾大学出版会 

570 ｻ 
ものづくりの化学が一番わ

かる 
左巻 健男著 技術評論社 

576.6 ｺ 香料の科学 長谷川香料株式会社 講談社 

576.7 ｺﾞ 世界の香水 マリ・ベネディクト・ゴーティ 原書房 

578.4 ｼ シリコンとシリコーンの科学 山谷 正明 日刊工業新聞社 

588.5 ﾋﾞ ビールの基礎知識   枻出版社 

588.5 ﾜ 1 
ｗｉ‐ｎｏｔ？ 発刊号（２０１２Ｓ

ｅｐｔｅｍｂｅｒ） 
  メディアボーイ 

589.2 ｺ ＶＯＧＵＥ ＯＮココ・シャネル ブロンウィン・コスグレーヴ ガイアブックス 

589.2 ｼ 
ＶＯＧＵＥ ＯＮクリスチャン・

ディオール 
シャルロット・シンクレア ガイアブックス 

589.2 ﾜ 
ＶＯＧＵＥ ＯＮエルザ・スキ

ャパレリ 
ジュディス・ワット ガイアブックス 

590 ｵ 
失敗しない単身赴任マニュ

アル１００ 
大庭 夏男 ＰＨＰ研究所 

591 ﾌ 
お金の数字と計算に強くな

る本 
藤本 壱 自由国民社 

592.7 ｲ 
インテリアのペイント・テクニ

ック・ブック 
ｍ＋ｏｓｓ 誠文堂新光社 
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592.7 ﾃ 手作り収納百科   学研パブリッシング 

593.3 ﾜ 

直線縫いなのに驚きの形チ

ュニックと 

ワンピース 

渡部 サト 河出書房新社 

593.5 ｼﾞ 

時短・節約・きれいになる！

マンガでわかる洗濯の裏ワ

ザ 

中村 祐一 家の光協会 

594 ﾊ 
針と糸を使わないフェルトの

スイーツ 
原口 幸子 パッチワーク通信社 

594 ﾏ 
ママを応援！通園手作り小

物 
  ブティック社 

594.2 ｶ 

ａｎｎａｓのかんたん刺しゅう

＆通園で使う 

布小物 

川畑 杏奈 美術出版社 

594.7 ｲ 
今からでも間に合う通園の

袋もの 
  ブティック社 

594.7 ｵ 
男の子ママのためのかっこ

いい！通園＆通学グッズ 
石川 ゆみ 大泉書店 

594.7 ｸ バッグ作りの超基本 クライ・ムキ 主婦の友社 

594.7 ﾊ 
はじめての通園通学バッグ

とグッズ 
  日本ヴォーグ社 

594.9 ﾊﾟ 
パッチワークのパターンレッ

スン２１０ 
  パッチワーク通信社 

595 ｴ 
ＮＨＫためしてガッテンダイ

エット・暮らしの新常識事典 
ＮＨＫ科学・環境番組部 主婦と生活社 

595 ﾄ デキる男の正解美容 戸賀 敬城 講談社 

596 ｲ 手間なし漬けおきレシピ 石原 洋子 家の光協会 

596 ｲ 大人のおひとり分。 岩崎 啓子 主婦の友社 

596 ｳ ウチごはんの基本 主婦の友社 主婦の友社 

596 ｶ ポリ袋レシピ 川平 秀一 
アース・スターエンターテイメ

ント 

596 ｷ 
キッチンが走る！ 和食・チ

ャイニーズ篇 

ＮＨＫ「キッチンが走る！」制作

班 
新日本出版社 

596 ｺﾞ 
おいしいね。まずはおだし

で。 
後藤 加寿子 文化学園文化出版局 

596 ｼ 
これが正しい！昔ながらの

おかず１００ 
重信 初江 主婦と生活社 

596 ｽ 
季節の果物でつくるジャムと

レシピの本 
鈴木 雅惠 誠文堂新光社 

596 ｾ みその料理帳 瀬尾 幸子 主婦と生活社 
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596 ﾐ 
みきママのめちゃうま！おう

ちごはん 
みきママ 主婦と生活社 

596 ﾑ 
はじめての献立れんしゅう

帖 
村田 裕子 池田書店 

596.2 ｱ 女ひとり韓国ごはん旅 ａｃｈａ 中経出版 

596.2 ﾁ 家庭で作れる韓国の常備菜 チョン テキョン 河出書房新社 

596.2 ﾖ 洋食の基礎知識   枻出版社 

596.3 ｵ 食べる野草図鑑 岡田 恭子 日東書院本社 

596.3 ﾀ 毎日使える干し野菜レシピ 田中 可奈子 ＰＨＰ研究所 

596.3 ﾅ やさい歳時記 長尾 智子 集英社 

596.3 ﾊﾟ パスタの基礎知識   枻出版社 

596.4 ｱ はじめての園児おべんとう 渥美 真由美 新星出版社 

596.4 ｲ たかこさんのほめられ弁当 稲田 多佳子 マイナビ 

596.4 ｼ デトックス・ベジべんとう 庄司 いずみ 主婦の友社 

596.4 ﾀﾞ 男子のかんたん毎日弁当   ブティック社 

596.4 ﾊ はじめての簡単キャラ弁   学研パブリッシング 

596.4 ﾐ 見せたくなるお弁当１００ 遠山 正道 文芸春秋 

596.4 ﾜ 
ムリなくできるラクラクお弁

当 
脇 雅世 講談社 

596.6 ｶ 
季節をつくるわたしの和菓

子帳 
金塚 晴子 東京書籍 

596.6 ｷ やさしく作れる本格和菓子 清 真知子 世界文化社 

596.6 ﾎ 
ホーローバットで作るうちの

お菓子 
  主婦と生活社 

596.8 ｽﾞ 
図解知ってるようで知らない

食べ方の常識 
にっぽん食べ方研究会 有楽出版社 

596.9 ｵ 囲炉裏と薪火暮らしの本 大内 正伸 農山漁村文化協会 

597 ｽ 78 
素敵なカントリー Ｎｏ．７８

（２０１３春号） 
  学研パブリッシング 

597 ﾍ 
部屋のリフォームが自分で

できる本 
  学研パブリッシング 

597 ﾐ 
ミニチュア雑貨を上手に飾る

テクニック１００ 
  主婦と生活社 

599 ｻ 最新はじめての育児 主婦の友社 主婦の友社 

611.9 ﾄ ダーチャですごす緑の週末 豊田 菜穂子 ＷＡＶＥ出版 

615.6 ﾉ 
農家が教えるラクラク草刈

り・草取り術 
農文協 農山漁村文化協会 

625 ｱ 庭先でつくる果樹３３種 赤井 昭雄 農山漁村文化協会 

625 ﾐ 
おいしく育てるはじめての家

庭果樹 
三輪 正幸 ＮＨＫ出版 



新着案内４月号 （一般書） 

請求記号 タイトル 人名 出版者 

625.2 ﾌ リンゴの歩んだ道 富士田 金輔 農山漁村文化協会 

627.7 ｺ 
彩りを楽しむはじめての庭

木・花木 
小林 隆行 日本文芸社 

627.8 ｴ 

「園芸店で買った花」をすぐ

枯らさない 

知恵とコツ 

主婦の友社 主婦の友社 

627.8 ｶ ｎａｔｕｒａｌ盆栽 加藤 文子 講談社 

629.7 ﾅ 13 
ナチュラルガーデニング ２

０１３ 
  学研パブリッシング 

645.6 ﾊ はじめてネコＢＯＯＫ Ｐｅｔ Ｃｌｉｎｉｃアニホス 主婦の友社 

645.9 ﾀ 
“珍獣ドクター”の動物よろ

ず相談記 
田向 健一 河出書房新社 

662.1 ﾊ 漁業と震災 浜田 武士 みすず書房 

672.9 ｷ まちづくり：デッドライン 木下 斉 日経ＢＰ社 

673.9 ﾏ 

親が遺す不動産いちばん賢

い対処法 

ズバリ！ 

松浦 建二 すばる舎 

686.9 ｼ 路面電車の謎と不思議 史絵． 東京堂出版 

699.6 ｵ 思い出テレビ６０年 ＮＨＫサービスセンター ＮＨＫサービスセンター 

724.6 ﾄﾞ ガラスの絵つけを楽しもう 土井 朋子 ほるぷ出版 

726.5 ｼ 東京散歩 フロラン・シャヴエ 飛鳥新社 

751 ｾﾞ ゼロからの陶芸入門 はる陶房 誠文堂新光社 

751.9 ｷ 
レジンで作るわたしだけのア

クセサリー 
ｋｉｎｃｏｔ 文化学園文化出版局 

778.0 ｲ 正太郎名画館 池波 正太郎 河出書房新社 

778.2 ｶ 13 
韓国スター完全データ名鑑 

２０１３年版 
  広済堂出版 

779.1 ﾏ 一億総ツッコミ時代 槙田 雄司 星海社 

780.1 ﾋ ひとりで巻くテーピング 伊藤 マモル 日本文芸社 

786.3 ｼ 
自然と親しむはじめてキャン

プ 
  ＪＴＢパブリッシング 

788.6 ﾗ 
ツール・ド・フランス１００回

グレートヒストリー 
フランソワーズ・ラジェ 八重洲出版 

798 ﾊﾟ 
パーティーゲーム幹事の達

人 
土屋書店編集部 滋慶出版／土屋書店 

911.1 ｳ 現代歌枕 梅内 美華子 ＮＨＫ出版 

913.6 ｱ Ｔｅａｍ・ＨＫ あさの あつこ 徳間書店 

913.6 ｱ あのひとは蜘蛛を潰せない 彩瀬 まる 新潮社 

913.6 ｱ かんかん橋を渡ったら あさの あつこ 角川書店 

913.6 ｱ 戊辰繚乱 天野 純希 新潮社 
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913.6 ｱ 強くてニューサーガ 阿部 正行 アルファポリス 

913.6 ｱ 幻坂 有栖川 有栖 メディアファクトリー 

913.6 ｱ 2 正義のセ ２ 阿川 佐和子 角川書店 

913.6 ｱ 3 正義のセ ３ 阿川 佐和子 角川書店 

913.6 ｱ 5 シーカー ５ 安部 飛翔 アルファポリス 

913.6 ｲ カード・ウォッチャー 石持 浅海 角川春樹事務所 

913.6 ｲ 女神の嘘 井上 尚登 光文社 

913.6 ｴ はだかんぼうたち 江国 香織 角川書店 

913.6 ｴ 銀行支店長、走る 江上 剛 実業之日本社 

913.6 ｵ 恋文讃歌 鬼塚 忠 河出書房新社 

913.6 ｵ 大迷走 逢坂 剛 集英社 

913.6 ｵ 工場 小山田 浩子 新潮社 

913.6 ｵ わたしは妊婦 大森兄弟 河出書房新社 

913.6 ｵ つばさのおくりもの 小川 糸 ポプラ社 

913.6 ｵ リボン 小川 糸 ポプラ社 

913.6 ｶ ラストボール 川中 大樹 光文社 

913.6 ｶ シュンスケ！ 門井 慶喜 角川書店 

913.6 ｶ ああ父よああ母よ 加賀 乙彦 講談社 

913.6 ｶ 閃光スクランブル 加藤 シゲアキ 角川書店 

913.6 ｶ 愛の夢とか 川上 未映子 講談社 

913.6 ｶ 心 姜 尚中 集英社 

913.6 ｶ 3 天使たちの課外活動 ３ 茅田 砂胡 中央公論新社 

913.6 ｸ アニバーサリー 窪 美澄 新潮社 

913.6 ｸ 落英 黒川 博行 幻冬舎 

913.6 ｸ 空飛ぶ貧乏騎兵隊 黒川 裕子 中央公論新社 

913.6 ｸ 俺と蛙さんの異世界放浪記 くずもち アルファポリス 

913.6 ｻ 閻魔の世直し 西条 奈加 新潮社 

913.6 ｻ 天皇（みかど）の刺客 沢田 ふじ子 徳間書店 

913.6 ｼ サクラ秘密基地 朱川 湊人 文芸春秋 

913.6 ｼ ｔｏｋｙｏ４０４ 新城 カズマ 文芸春秋 

913.6 ﾀ ライジング・ロード 高嶋 哲夫 ＰＨＰ研究所 

913.6 ﾂ 幸村去影 津本 陽 徳間書店 

913.6 ﾄ レジスタンス、ニッポン 戸梶 圭太 双葉社 

913.6 ﾅ ４５° 長野 まゆみ 講談社 

913.6 ﾅ 聖女の結婚 夏目 翠 中央公論新社 

913.6 ﾆ 悲痛伝 西尾 維新 講談社 

913.6 ﾉ ノックス・マシン 法月 綸太郎 角川書店 

913.6 ﾊ つくもがみ、遊ぼうよ 畠中 恵 角川書店 

913.6 ﾊ ジヴェルニーの食卓 原田 マハ 集英社 
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913.6 ﾋ ルドヴィカがいる 平山 瑞穂 小学館 

913.6 ﾋ 私の嫌いな探偵 東川 篤哉 光文社 

913.6 ﾋ 常在戦場 火坂 雅志 文芸春秋 

913.6 ﾌ 百年桜 藤原 緋沙子 新潮社 

913.6 ﾌ 美人薄命 深水 黎一郎 双葉社 

913.6 ﾌ 死に金 福沢 徹三 文芸春秋 

913.6 ﾌ 2 ＴＨＥ ＦＩＦＴＨ ＷＯＲＬＤ ２ 藤代 鷹之 アルファポリス 

913.6 ﾎ 3 
ストレイヤーズ・クロニクル 

ＡＣＴ－３ 
本多 孝好 集英社 

913.6 ﾏ 2 オーバーロード ２ 丸山 くがね エンターブレイン 

913.6 ﾏ 3 オーバーロード ３ 丸山 くがね エンターブレイン 

913.6 ﾑ 天翔る 村山 由佳 講談社 

913.6 ﾑ 
色彩を持たない多崎つくる

と、彼の巡礼の年 
村上 春樹 文芸春秋 

913.6 ﾔ ギッちょん 山下 澄人 文芸春秋 

913.6 ﾔ 少女は黄昏に住む 山田 彩人 東京創元社 

913.6 ﾔ 
五二屋伝蔵（ぐにやでんぞ

う） 
山本 一力 朝日新聞出版 

913.6 ﾕ 手のひらの砂漠 唯川 恵 集英社 

913.6 ﾖ さきちゃんたちの夜 よしもと ばなな 新潮社 

914.6 ｳ 見上げた空の色 宇江佐 真理 文芸春秋 

914.6 ｵ えろたま 荻野 アンナ 中央公論新社 

914.6 ｶ 安心毛布 川上 未映子 中央公論新社 

914.6 ｼ 7 ナマコのからえばり ７ 椎名 誠 毎日新聞社 

914.6 ﾅ 鳥と雲と薬草袋 梨木 香歩 新潮社 

914.6 ﾊ 来世は女優 林 真理子 文芸春秋 

914.6 ﾖ フランシス子へ 吉本 隆明 講談社 

914.6 ﾜ 私だけのふるさと 毎日新聞夕刊編集部 岩波書店 

915.6 ｲ 旅だから出逢えた言葉 伊集院 静 小学館 

916 ｻ ドアの向こうのカルト 佐藤 典雅 河出書房新社 

933 ｺ 2 カッシアの物語 ２ アリー・コンディ プレジデント社 

B 913.6 ｷ 道北戦争１９７９ 木元 寛明 潮書房光人社 

B 913.6 ｻ 無宿 佐伯 泰英 光文社 

B 913.6 ｻ 交易 佐伯 泰英 講談社 

B 915.6 ﾓ 渚の旅人 森沢 明夫 幻冬舎 

B 933 ｺ 1 変死体 上 パトリシア・コーンウェル 講談社 

B 933 ｺ 2 変死体 下 パトリシア・コーンウェル 講談社 

K 175.9 ｶ 樺太の神社   北海道神社庁 

R 376.7 ｾﾞ 
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全国専門・各種学校案内 ２

０１４ 
専門・各種学校研究会 一ツ橋書店 



新着案内４月号 （一般書） 

請求記号 タイトル 人名 出版者 

R 657.8 ｻ 北海道山菜図鑑 佐藤 孝夫 亜璃西社 

R 909.0 ｺ 子どもの本 日外アソシエーツ株式会社 日外アソシエーツ 

R 909.0 ﾔ ヤングアダルトの本 日外アソシエーツ株式会社 日外アソシエーツ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新着案内４月号 （児童書） 

請求記号 タイトル 人名 出版者 

290 ｾ グレートジャーニー探検記 関野 吉晴 徳間書店 

369 ｻ 災害・防災図鑑 ＣｅＭＩ環境・防災研究所 文渓堂 

369 ﾎ 命のバトン 堀米 薫 佼成出版社 

369 ﾕ 
ユニバーサルデザインとバリアフリーの図

鑑 
徳田 克己 ポプラ社 

376 ｳ ランドセルは海を越えて 内堀 タケシ ポプラ社 

376 ﾋﾞ 4 ビジュアル版学校の歴史 ４ 岩本 努 汐文社 

383 ｾ 世界の住まい大図鑑 
野外民族博物館リトルワー

ルド 
ＰＨＰ研究所 

383 ﾑ 昔の道具大図鑑 小泉 和子 ＰＨＰ研究所 

410 ｺﾞ 数学脳を育てる数学図鑑 マイク・ゴールドスミス 主婦の友社 

454 ｶ 砂漠の大研究 片平 孝 ＰＨＰ研究所 

486 ｲ ずかんむしの顔 伊藤 年一 技術評論社 

490 ｸ 1 いのちつぐ「みとりびと」 １ 国森 康弘 
農山漁村文化協

会 

510 ｹ 8 見学しよう工事現場 ８ 溝淵 利明 ほるぷ出版 

520 ﾊﾟ 世界を変えた建物 クリスティーネ・パクスマン エクスナレッジ 

720 ｸ 3 教科書に出てくる日本の画家 ３ 工藤 美也子 汐文社 

750 ｶ かんたんたのしい小学生のエコ工作   日本ヴォーグ社 

913 ｱ ぼくはたまごにいちゃん あきやま ただし 鈴木出版 

913 ｲ 1 新妖界ナビ・ルナ １ 池田 美代子 講談社 

913 ｲ 2 新妖界ナビ・ルナ ２ 池田 美代子 講談社 

913 ｲ 3 新妖界ナビ・ルナ ３ 池田 美代子 講談社 

913 ｲ 4 新妖界ナビ・ルナ ４ 池田 美代子 講談社 

913 ｲ 5 新妖界ナビ・ルナ ５ 池田 美代子 講談社 

913 ｲ 6 新妖界ナビ・ルナ ６ 池田 美代子 講談社 

913 ｲ 7 新妖界ナビ・ルナ ７ 池田 美代子 講談社 

913 ｲ 8 新妖界ナビ・ルナ ８ 池田 美代子 講談社 

913 ｵ ハサミの魔術師とホシノツカイ 岡田 貴久子 偕成社 

913 ｵ 魔女のシュークリーム 岡田 淳・絵 ＢＬ出版 

913 ｶ マリアさんのトントントトンタ 角野 栄子 クレヨンハウス 

913 ｷ カエルの歌姫 如月 かずさ 講談社 

913 ｻ 飛べ！マジカルのぼり丸 斉藤 洋 講談社 

913 ｿ 悪ガキ７ 宗田 理 静山社 

913 ﾀ いい子じゃないもん 田部 智子 福音館書店 

913 ﾀ トランプおじさんと家出してきたコブタ たかどの ほうこ 偕成社 

913 ﾄ 
ネコをひろったリーナとひろわなかったわた

し 
とき ありえ 講談社 

913 ﾊ 2 レガッタ！ ２ 浜野 京子 講談社 

913 ﾌ オバケたんてい 藤江 じゅん あかね書房 



新着案内４月号 （児童書） 

請求記号 タイトル 人名 出版者 

913 ﾌ みんなの家出 藤田 のぼる 福音館書店 

913 ﾌ 家出しちゃった 藤田 千津 文研出版 

913 ﾑ とっておきの標語 村上 しいこ ＰＨＰ研究所 

930 ﾆ 森をつくる Ｃ．Ｗニコル 講談社 

930 ﾓ 「赤毛のアン」が教えてくれた大切なこと 茂木 健一郎 ＰＨＰ研究所 

933 ｽ マルセロ・イン・ザ・リアルワールド フランシスコ・Ｘ．ストーク 岩波書店 

933 ﾃﾞ 魔使いの運命 ジョゼフ・ディレイニー 東京創元社 

933 ﾌﾞ おばけのジョージーとさわがしいゆうれい ロバート・ブライト  徳間書店 

933 ﾏ 沈黙の殺人者 ダンディ・デイリー・マコール 評論社 

933 ﾏ 嵐にいななく Ｌ．Ｓ．マシューズ 小学館 

E ｱｿ あそびたいものよっといで あまん きみこ 鈴木出版 

E ｱﾝ あんちゃん 高部 晴市 童心社 

E ｲﾉ いのちあふれる海へ クレア Ａ．ニヴォラ 福音館書店 

E ｳｼ うしろのダメラ あきやま ただし ハッピーオウル社 

E ｴﾝ えんそくおにぎり 宮野 聡子 講談社 

E ｵｼﾞ おじいさんとヤマガラ 鈴木 まもる 小学館 

E ｵﾀﾞ おだんごだんご 筒井 敬介 小峰書店 

E ｵﾊﾞ おばあちゃんはかぐやひめ 松田 もとこ ポプラ社 

E ｶｾﾞ 風の島へようこそ アラン・ドラモンド 福音館書店 

E ｶﾜ かわうそ３きょうだいそらをゆく あべ 弘士 小峰書店 

E ｷﾖ きょうはマラカスのひ 樋勝 朋巳 福音館書店 

E ｸｳ くうこうではたらくくるま こもり まこと 教育画劇 

E ｸﾗ くらやみこわいよ レモニー・スニケット 岩崎書店 

E ｺﾌﾞ こぶたのかばん 佐々木 マキ 金の星社 

E ｺﾘ こりゃなんだうた 谷川 晃一 福音館書店 

E ｺﾚ これはちいさな本 レイン・スミス ＢＬ出版 

E ｻｶ さかさまになっちゃうの クレア・アレクサンダー ＢＬ出版 

E ｻｸ さくら 田畑 精一 童心社 

E ｻﾞﾂ ざっそうの名前 長尾 玲子 福音館書店 

E ｾﾝ せんせいといっしょ マリアン・クシマノ・ラブ ＢＬ出版 

E ﾂﾅ つなのうえのミレット 
エミリー・アーノルド・マッカリ

ー  
文渓堂 

E ﾂﾅ つなみてんでんこ はしれ、上へ！ 指田 和 ポプラ社 

E ﾄﾞｳ どうしたのブタくん みやにし たつや 鈴木出版 

E ﾅﾝ なんだかへんなのね 内田 麟太郎 絵本塾出版 

E ﾆﾜ 庭にたねをまこう！ ジョーン・Ｇ．ロビンソン 岩波書店 

E ﾊｺ はこちゃん かんの ゆうこ 講談社 

E ﾊｼ はしをつくる ライアン・アン・ハンター ほるぷ出版 

E ﾊﾅ 花じんま 田島 征三 福音館書店 

E ﾊﾞﾑ バムとケロのもりのこや 島田 ゆか  文渓堂 



新着案内４月号 （児童書） 

請求記号 タイトル 人名 出版者 

E ﾎﾝ ほんをよむのにいいばしょは？ シュテファン・ゲンメル 新日本出版社 

E ﾏﾒ まめじかカンチルの冒険 松井 由紀子 福音館書店 

E ﾐﾅ みならい騎士とブーツどろぼう クエンティン・ブレイク 好学社 

E ﾕｹ ゆけ！ウチロボ！ サトシン 講談社 

E ﾗｲ ライオンをかくすには ヘレン・スティーヴンズ ブロンズ新社 

R 470 ｼ 植物 池田 博 ポプラ社 

R 536 ﾃ 鉄道 近藤 圭一郎 ポプラ社 

 


