
2019年5月31日　№95　浦幌町立図書館新着図書情報　（4・5月受入分） ＜一般書＞

書　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

FACTFULNESS 　 　ハンス　ロスリング∥著 　日経BP社      002.7   /ﾌ

書物の破壊の世界史 　
　フェルナンド　バエス
　∥著 　紀伊國屋書店      020.2  /ﾊﾞ

1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365 　人物編
　デイヴィッド　S.キダー
　∥著 　文響社      033     /ｷ

学芸員になるには 　 　横山 佐紀∥著 　ぺりかん社      069.3   /ﾖ

妻のトリセツ 　 　黒川 伊保子∥編著 　講談社      143.5   /ｸ

冥界からの電話 　 　佐藤 愛子∥著 　新潮社      147     /ｻ

オトナの決断力 　 　岡山 里香∥著 　KADOKAWA      159     /ｵ

信長もビックリ!?科学でツッコむ日本の歴史 　 　平林 純∥著 　集英社      210.0   /ﾋ

駿府の時代 　 　杉山 元衛∥著
　静岡新聞社
　(発売)      210.5   /ｽ

環状列石ってなんだ 　
　御所野縄文
　博物館∥編 　新泉社      211     /ｶ

ゲッベルスと私 　
　ブルンヒルデ
　ポムゼル∥著 　紀伊國屋書店      234.0  /ﾎﾟ

昭和の怪物七つの謎 　続 　保阪 正康∥著 　講談社      281.0   /ﾎ

象徴として 　
　毎日新聞社会部
　∥著 　毎日新聞出版      288.4   /ｼ

美智子さまのお帽子 　
　週刊朝日編集部
　∥編 　朝日新聞出版      288.4   /ﾐ

天皇陛下・美智子さま祈りの三十年 　 　森 哲志∥著 　文藝春秋      288.4   /ﾓ

北海道・栄養学校の母鶴岡トシ物語 　 　佐々木 ゆり∥著 　ビジネス社      289.1   /ﾂ

決定版北海道道の駅ガイド 　2019-20 　紺谷 充彦∥著 　北海道新聞社      291.1   /ｺ

札幌から日帰りゆったりハイキング 　 　菅原 靖彦∥著 　北海道新聞社      291.1   /ｽ

ドライブ北海道ベスト 　[2020] 　 　昭文社      291.1   /ﾄﾞ

北海道キャンプ場ガイド 　19-20 　亜璃西社∥編 　亜璃西社      291.1   /ﾎ

るるぶムーミンバレーパーク 　 　 　JTBパブリッシング      291.3   /ﾙ

中国S級B級論 　 　高口 康太∥編著 　さくら舎      302.2   /ﾀ

佐藤優「情報読解」の私塾 　青版 　佐藤 優∥著 　徳間書店      304     /ｻ

佐藤優「情報読解」の私塾 　赤版 　佐藤 優∥著 　徳間書店      304     /ｻ

マンガ日本人と天皇 　 　雁屋 哲∥作 　いそっぷ社      313.6   /ｶ

アイヌの法的地位と国の不正義 　 　市川 守弘∥著 　寿郎社      316.8   /ｲ

2020年施行地方公務員法改正 　
　地方公務員法
　研究会∥編 　第一法規      318.3   /ﾆ

13歳からの日本外交 　 　孫崎 享∥著 　かもがわ出版      319.1   /ﾏ

余命半年の中国・韓国経済 　 　宮崎 正弘∥著 　ビジネス社      332.2   /ﾐ

マンガでわかる外国人との働き方 　
　ロッシェル　カップ
　∥共著 　秀和システム      336.4   /ｶ
　クラウドファンディング
　研究会∥著 　技術評論社      336.8   /ｸ

　芹澤 光春∥編著 　ぎょうせい      336.9   /ｾ

絶対得するキャッシュレス決済超入門 　 　岩田 昭男∥監修 　宝島社      338    /ｾﾞ

　芥川 靖彦∥著 　新星出版社      345     /ｱ

クラウドファンディングで資金調達に成功するコレだけ!技

これで万全!!2019年10月消費増税・軽減税率対策
～転嫁・インボイスはこう進める

図解わかる税金　                                    2019-2020年版
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いちばんわかりやすい最新介護保険 　[2018] 　伊藤 亜記∥監修 　成美堂出版      364.4   /ｲ

　中尾 幸村∥著 　新星出版社      364.6   /ﾅ

　渡部 伸∥監修 　自由国民社      369.2   /ｼ

「考える力」を伸ばす 　 　久野 泰可∥著 　集英社      376.1   /ｸ

アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」 　 　中川 裕∥著 　集英社      382.1   /ﾅ

南極あすか新聞1987 　 　高木 知敬∥著 　亜璃西社      402.9   /ﾀ

日本の地震地図 　 　岡田 義光∥著 　東京書籍      453.2   /ｵ

先生、アオダイショウがモモンガ家族に迫っています! 　 　小林 朋道∥著 　築地書館      481.7   /ｺ

図解巣箱のつくり方かけ方 　 　飯田 知彦∥著 　創森社      488.1   /ｲ

こころ漢方 　 　杉本 格朗∥著 　山と溪谷社      490.9   /ｽ

潰瘍性大腸炎・クローン病がよくわかる本 　 　渡辺 守∥監修 　講談社      493.4   /ｶ

　千歳 はるか∥著 　小学館      494.5   /ﾁ

坐骨神経痛の痛み・しびれが消える本 　 　銅冶 英雄∥著 　洋泉社      494.6   /ﾄﾞ

北海道の病院 2019 　 　北海道新聞社∥編 　北海道新聞社      498.1  /ﾎ

強制不妊 　
　毎日新聞取材班
　∥著 　毎日新聞出版      498.2   /ｷ

おからパウダーでスッキリ腸活レシピ 　 　麻生 怜菜∥著 　主婦の友社      498.5   /ｱ

アーユルヴェーダ治療院のデトックスレシピ 　 　川島 一恵∥共著 　エンターブレイン      498.5   /ｶ

家庭でつくる薬膳薬酒 　 　謝 敏琪∥著 　金園社      498.5   /ｼ

医者がすすめる科学的アロマセラピー 　 　永井 克也∥著 　かざひの文庫      499.8   /ｲ

家をセルフでビルドしたい 　 　阪口 克∥著 　文藝春秋      527     /ｻ

大人のベストスタイルBOOK 　 　 　宝島社      589.2   /ｵ

'70s & '80sサンリオのデザイン 　
　グラフィック社編集部
　∥編 　グラフィック社      589.7   /ｾ

男のきもの入門 　 　 　世界文化社      593.8   /ｵ

余り布で何作る? 　 　 　ブティック社      594     /ｱ

小鳥ぽんぽん 　 　trikotri∥著 　誠文堂新光社      594.9   /ﾄ

メンズヘアカタログ完全版 　2019-20 　 　コスミック出版      595.4   /ﾒ

力尽きレシピ 　 　犬飼 つな∥著 　光文社      596     /ｲ

懐かしいけど新しい南部あき子のアイディア料理 　 　鴫原 正世∥著 　北海道新聞社      596     /ｼ

南インド料理とミールス 　 　ナイル善己∥著 　柴田書店      596.2   /ﾅ

かんたん家庭で作るおいしい羊肉料理 　 　菊池 一弘∥監修 　講談社      596.3   /ｶ

驚きの家庭菜園マル秘技58 　
　『やさい畑』菜園
　クラブ∥編 　家の光協会      626.9   /ｵ

養蜂大全 　 　松本 文男∥著 　誠文堂新光社      646.9   /ﾏ

となりの野生ヒグマ 　
　北海道新聞野生
　生物基金∥編 　北海道新聞社      654.8   /ﾄ

はじめての狩猟 　 　東雲 輝之∥監修 　山と溪谷社      659     /ﾊ

牙 　 　三浦 英之∥著 　小学館      659.7   /ﾐ

絶滅危惧鉄道 　2019 　 　イカロス出版      686.2  /ｾﾞ

図解わかる年金                                      2019-2020年版

障害のある子が将来にわたって受けられるサービスのすべて

国立がん研究センター東病院の管理栄養士さんが考えた
がんサバイバーの毎日ごはん
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スポーツ実況を100倍楽しむ方法 　 　大藤 晋司∥著 　北海道新聞社      699.6  /ﾀﾞ

樹の人 　 　瀧口 政満∥著 　北海道新聞社      713.0   /ﾀ

ゴーマニズム宣言2nd Season 　2 　小林 よしのり∥著 　扶桑社      726.1   /ｺ

青木俊直のどこでもiPad Proゆるゆるおえかき術 　 　青木 俊直∥著 　玄光社      726.5   /ｱ

カムイの大地 　 　山本 純一∥著 　北海道新聞社      748     /ﾔ

音楽記号図鑑 　 　高倉 弘光∥監修
　シンコーミュージック
　・エンタテイメント      761.2   /ｵ

はじめてオカリナを吹くときの本 　 　 　ケイ・エム・ピー      763.7   /ﾊ

市原悦子ことばの宝物 　 　市原 悦子∥著 　主婦の友社      775.1   /ｲ

アメリカ人の見たゴジラ、日本人の見たゴジラ 　 　池田 淑子∥編著 　大阪大学出版会      778.2   /ｲ

樹木希林さんからの手紙 　
　NHK『クローズアップ
　現代+』+『知るしん』 　主婦の友社      778.2   /ｷ

北海道ランニング大会ガイド 　2019
　ランナーズサポート
　北海道∥編 　北海道新聞社      782     /ﾎ

北海道コンサドーレ札幌オフィシャル・ガイドブック 　2019
　北海道新聞社
　∥編著 　北海道新聞社      783.4   /ﾎ

誰でも言語学 　 　牧 秀樹∥著 　開拓社      804     /ﾏ

日本一短い「先生」への手紙 　 　丸岡文化財団∥編 　中央経済社      816.8   /ﾆ

ニューエクスプレスプラス イタリア語 　 　入江 たまよ∥著 　白水社      870     /ｲ

　山下 泰平∥著 　柏書房      910.2   /ﾔ
　みやぎシルバーネット
　∥編 　河出書房新社      911.4   /ｼ

超シルバー川柳 　
　みやぎシルバーネット
　∥編 　河出書房新社      911.4   /ﾁ

この橋をわたって 　 　新井 素子∥著 　新潮社      913.6   /ｱ

わたし、定時で帰ります。 　[2] 　朱野 帰子∥[著] 　新潮社      913.6   /ｱ

シーソーモンスター 　 　伊坂 幸太郎∥著 　中央公論新社      913.6   /ｲ

彼女たちの場合は 　 　江國 香織∥著 　集英社      913.6   /ｴ

鬼憑き十兵衛 　 　大塚 已愛∥著 　新潮社      913.6   /ｵ

百花 　 　川村 元気∥著 　文藝春秋      913.6   /ｶ

なつぞら 　上 　大森 寿美男∥作 　NHK出版      913.6   /ｷ

中野のお父さんは謎を解くか 　 　北村 薫∥著 　文藝春秋      913.6   /ｷ

チンギス紀 　4 　北方 謙三∥著 　集英社      913.6   /ｷ

カゲロボ 　 　木皿 泉∥著 　新潮社      913.6   /ｷ

トリニティ 　 　窪 美澄∥著 　新潮社      913.6   /ｸ

呪護 　 　今野 敏∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｺ

バッドビート 　 　呉 勝浩∥著 　講談社      913.6  /ｺﾞ

神さまのお恵み 　 　佐藤 愛子∥著 　青志社      913.6   /ｻ

転生 　 　笹本 稜平∥著 　双葉社      913.6   /ｻ

隠居すごろく 　 　西條 奈加∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｻ

落花 　 　澤田 瞳子∥著 　中央公論新社      913.6   /ｻ

「舞姫」の主人公をバンカラとアフリカ人がボコボコにする
最高の小説の世界が明治に存在したので20万字くらい
かけて紹介する本

シルバー川柳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大安吉日編
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肖像彫刻家 　 　篠田 節子∥著 　新潮社      913.6   /ｼ

少年は死になさい…美しく 　 　新堂 冬樹∥著 　中央公論新社      913.6   /ｼ

おまえの罪を自白しろ 　 　真保 裕一∥著 　文藝春秋      913.6   /ｼ

人類最年長 　 　島田 雅彦∥著 　文藝春秋      913.6   /ｼ

魔法を召し上がれ 　 　瀬名 秀明∥著 　講談社      913.6   /ｾ

　力水∥著 　ツギクル      913.6   /ｾ

めぐり逢いサンドイッチ 　 　谷 瑞恵∥著 　KADOKAWA      913.6   /ﾀ

悪の五輪 　 　月村 了衛∥著 　講談社      913.6   /ﾂ

白昼夢の森の少女 　 　恒川 光太郎∥著 　KADOKAWA      913.6   /ﾂ

いも殿さま 　 　土橋 章宏∥著 　KADOKAWA      913.6   /ﾄﾞ

帰還 　 　堂場 瞬一∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾄﾞ

もういちどベートーヴェン 　 　中山 七里∥著 　宝島社      913.6   /ﾅ

夢見る帝国図書館 　 　中島 京子∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾅ

ていん島の記 　 　仁木 英之∥著 　講談社      913.6   /ﾆ

立川忍びより 　[2] 　仁木 英之∥著 　KADOKAWA      913.6   /ﾆ

上野-会津百五十年後の密約 　 　西村 京太郎∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾆ

夢喰いの魔女 　 　野口 祐加∥著 　UDリバース      913.6   /ﾉ

ポルシェ太郎 　 　羽田 圭介∥著 　河出書房新社      913.6   /ﾊ

おっぱいマンション改修争議 　 　原田 ひ香∥著 　新潮社      913.6   /ﾊ

去にし時よりの訪人(とぶらいびと) 　 　蓮生 あまね∥著 　双葉社      913.6   /ﾊ

天皇組合 　 　火野 葦平∥著 　河出書房新社      913.6   /ﾋ

美しい顔 　 　北条 裕子∥著 　講談社      913.6   /ﾎ

崩壊の森 　 　本城 雅人∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾎ

同潤会代官山アパートメント 　 　三上 延∥著 　新潮社      913.6   /ﾐ

蒼色の大地 　 　薬丸 岳∥著 　中央公論新社      913.6   /ﾔ

検事の信義 　 　柚月 裕子∥著 　KADOKAWA      913.6   /ﾕ

マジカルグランマ 　 　柚木 麻子∥著 　朝日新聞出版      913.6   /ﾕ

牧子、還暦過ぎてチューボーに入る 　 　内館 牧子∥著 　主婦の友社      914.6   /ｳ

たのしい暮しの断片(かけら) 　 　金井 美恵子∥文 　平凡社      914.6   /ｶ

おやつが好き 　 　坂木 司∥著 　文藝春秋      914.6   /ｻ

自分流のすすめ 　 　曽野 綾子∥著 　中央公論新社      914.6   /ｿ

みぎわに立って 　 　田尻 久子∥著 　里山社      914.6   /ﾀ

マリコを止めるな! 　 　林 真理子∥著 　文藝春秋      914.6   /ﾊ

画家のむだ歩き 　 　牧野 伊三夫∥著 　中央公論新社      914.6   /ﾏ

思わず考えちゃう 　 　ヨシタケ シンスケ∥著 　新潮社      914.6   /ﾖ

ペコロスの母に会いに行く 　続 　岡野 雄一∥著 　西日本新聞社      916     /ｵ

身体(からだ)は児童(こども)、中身はおっさんの
成り上がり冒険記
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路地裏の子供たち 　
　スチュアート
　ダイベック∥著 　白水社      933.7  /ﾀﾞ

眠れないほどおもしろい百人一首 　 　板野 博行∥著 　三笠書房 B   911.1   /ｲ

厨病激発ボーイ 　5 　れるりり∥原案 　KADOKAWA B   913.6   /ﾄ

厨病激発ボーイ 　6 　れるりり∥原案 　KADOKAWA B   913.6   /ﾄ

厨病激発ボーイ 　7 　れるりり∥原案 　KADOKAWA B   913.6   /ﾄ

カササギ殺人事件 　上
　アンソニー
　ホロヴィッツ∥著 　東京創元社 B   933.7   /ﾎ

カササギ殺人事件 　下
　アンソニー
　ホロヴィッツ∥著 　東京創元社 B   933.7   /ﾎ

読売年鑑 　2019年版 　
　読売新聞
　東京本社 R   059     /ﾖ

日本国勢図会 　2018/19
　矢野恒太記念会
　∥編集 　矢野恒太記念会 R   351     /ﾆ

　
　株式会社ぶらんと
　マガジン社∥発行 U   291.1   /ﾎ

ふるさと創生 　 　黒井 克行∥著 　木楽舎 U   318.6   /ｸ

2019年5月31日　№95　浦幌町立図書館新着図書情報　（4・5月受入分） ＜児童書＞

書　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

勉強する意味がわかる!こども学問のすすめ 　 　齋藤 孝∥著 　筑摩書房      002     /ｻ

プログラミングって何? 　
　関 和之
　∥マンガ　イラスト 　旺文社      007     /ﾌﾟ

「空気」を読んでも従わない 　 　鴻上 尚史∥著 　岩波書店      159     /ｺ 

わくわく!探検れきはく日本の歴史 　1
　国立歴史民俗
　博物館∥編 　吉川弘文館      210     /ﾜ

もうひとつの屋久島から 　 　武田 剛∥著 　フレーベル館      291     /ﾀ 

内戦の地に生きる 　 　橋本 昇∥著 　岩波書店      319     /ﾊ

ハチごはん 　
　横塚 眞己人
　∥写真と文 　ほるぷ出版      383     /ﾖ 

ねん菌<へんけい菌> 　 　川上 新一∥監修
　農山漁村文化
　協会      473     /ﾈ

子どものためのウェブデザイン入門 　
　ヴァンデン
　‐ヒューヴェル∥著 　教育画劇      547    /ｳﾞ

竜之介先生、走る! 　 　片野 ゆか∥作 　ポプラ社      645     /ｶ

災害にあったペットを救え 　 　高橋 うらら∥著 　小峰書店      645     /ﾀ 

　 　小学館      778     /ｷ

空色トパーズとあたらしい友だち 　
　あんびる やすこ
　∥作　絵 　講談社      913     /ｱ

鹿の王 水底の橋 　 　上橋 菜穂子∥著 　KADOKAWA      913     /ｳ

魔女ののろいアメ 　 　草野 あきこ∥作 　PHP研究所      913     /ｸ 

5分後に誰も死なない涙のラスト 　 　エブリスタ∥編 　河出書房新社      913     /ｺﾞ

5分後に歪んだ愛のラスト 　 　エブリスタ∥編 　河出書房新社      913     /ｺﾞ

こんどこそは名探偵 　 　杉山 亮∥作 　偕成社      913     /ｽ

おしりたんてい かいとうとねらわれたはなよめ 　 　トロル∥さく　え 　ポプラ社      913     /ﾄ 
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おしりたんてい カレーなるじけん 　 　トロル∥さく　え 　ポプラ社      913     /ﾄ 

かみさまにあいたい 　 　当原 珠樹∥作 　ポプラ社      913     /ﾄ 

怪談5分間の恐怖 乃木坂の怪談 　 　中村 まさみ∥著 　金の星社      913     /ﾅ

怪談5分間の恐怖 封印された本 　 　中村 まさみ∥著 　金の星社      913     /ﾅ

お願い!フェアリー♥ 　22 　みずの まい∥作 　ポプラ社      913     /ﾐ

名探偵コナン紺青の拳(フィスト) 　 　青山 剛昌∥原作 　小学館      913     /ﾐ 

パピヨン号でフランス運河を 　 　山下 明生∥作 　理論社      913     /ﾔ

ユーチュー部!! 　駅伝編 　山田 明∥著 　学研プラス      913     /ﾔ

小説映画ドラえもんのび太の宝島 　
　藤子　F　不二雄
　∥原作 　小学館      913     /ﾜ

ザ・ランド・オブ・ストーリーズ 　4 　クリス　コルファー∥著 　平凡社      933     /ｺ

マンザナの風にのせて 　
　ロイス　セパバーン
　∥作 　文研出版      933     /ｾ

ダンボ 　
　カリ　サザーランド
　∥作 　偕成社      933     /ﾀﾞ

子ぶたのトリュフ 　
　ヘレン　ピータース
　∥文 　さ・え・ら書房      933     /ﾋﾟ

もぐらはすごい 　 　アヤ井 アキコ∥著 　アリス館      E       /ｱ 

まめしば 　 　荒井 良二∥作 　小学館      E       /ｱ 

チャレンジミッケ! 　10
　ウォルター　ウィック
　∥作 　小学館      E       /ｳ 

映画プリキュアミラクルユニバース 　 　 　講談社      E       /ｴ 

騎士竜戦隊リュウソウジャー超バトルずかん 　 　 　小学館      E       /ｷ 

ぜったいにおしちゃダメ? 　 　ビル　コッター∥さく
　サンクチュアリ
　出版      E       /ｺ 

てっかくん 　
　さとう めぐみ
　∥作　絵 　教育画劇      E       /ｻ 

スタンリーとちいさな火星人 　
　サイモン　ジェームズ
　∥作 　あすなろ書房      E       /ｼﾞ

まほうのさんぽみち 　 　ロビン　ショー∥さく 　評論社      E       /ｼ 

どうぶつしんちょうそくてい 　
　聞かせ屋。けいたろう
　∥文 　アリス館      E       /ﾀ 

あれあれあれれ 　 　つちだ のぶこ∥作 　ポプラ社      E       /ﾂ 

かべのむこうになにがある? 　
　ブリッタ
　テッケントラップ∥作 　BL出版      E       /ﾃ 

すだつきたのかわせみ 　
　手島 圭三郎
　∥絵　文 　絵本塾出版      E       /ﾃ 

おばけのマールとたのしいオーケストラ 　 　なかい れい∥え 　中西出版      E       /ﾅ 

かめくんのさんぽ 　
　なかの ひろたか
　∥さく　え 　福音館書店      E       /ﾅ 

タイヤさん 　 　長田 真作∥著 　高陵社書店      E       /ﾅ 

げんこつやまのたぬきさん 　 　長野 ヒデ子∥作　絵 　のら書店      E       /ﾅ 

ぺんぎんのぴむとぽむ 　
　ディック　ブルーナ
　∥ぶん え 　福音館書店      E       /ﾌﾞ

くぬぎのもりのりすのがっこう 　 　ふくざわ ゆみこ∥作 　アリス館      E       /ﾌ 

999ひきのきょうだいのほしをさがしに 　 　木村 研∥文 　ひさかたチャイルド      E       /ﾑ 

とんかちこぞうとねこざかな 　
　わたなべ ゆういち
　∥作　絵 　フレーベル館      E       /ﾜ 
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