
　　　０　　総記・情報
記憶力日本一を５度獲った私の奇跡のメモ術　 002.7 ｲ

これから学会発表する若者のために 002.7 ｻ

ＡＩで私の仕事はなくなりますか？ 007.13 ﾀ

サイバーセキュリティ 007.37 ﾀ

いろいろ動かしながら学ぶ！プログラミング入門　 007.64 ｲ

ホテルに学ぶ図書館接遇　 013.1 ｶ

読書の価値　 019 ﾓ

ようこそ、読書のアニマシオンへ 019.2 ﾀ

できる子に育つ魔法の読みきかせ　 019.5 ﾄ

三人よれば楽しい読書　 019.9 ｻ

旅する本の雑誌　 019.9 ﾀ

進む、書籍ＰＲ！　 023.1 ｵ

カバー、おかけしますか？  ２ 024 ｶ2

もういちど、本屋へようこそ　 024.1 ﾀ

時事漫才　　 049 ﾊﾞ

るるぶにっぽんの博物館 069.02 ﾙ

「明治礼賛」の正体（岩波ブックレット）　 081ｲ986

　　１　　哲学・宗教 ライフハック大全　 159 ﾎ

この世界のしくみ（子どもの哲学　２） 104 ｺ2 死ぬこと以外かすり傷　 159.4 ﾐ

「死」とは何か 114.2 ｹ オトナ女子の気くばり帳　 159.6 ｵ

死と生　 114.2 ｻ 初期仏教　 181.02 ﾊﾞ

わたしは不思議の環　 114.2 ﾎ 新編日本のミイラ仏をたずねて　 182.1 ﾋ

解釈学　 116.8 ｸﾞ お寺の仏像イラスト図鑑　 186.8 ｻ

ロールシャッハ研究の方法と諸論点　 140.7 ｴ 異端の時代 190.4 ﾓ

最強の暗記術　 141.34 ﾓ キリスト教倫理学概説　 191.7 ﾔ

ＶＲは脳をどう変えるか？　仮想現実の心理学　 141.51 ﾍﾞ 新約聖書　 193.5 ｼ

怒らないコツ　 141.6 ｳ 説教を知るキーワード　 197 ﾋ

図解モチベーション大百科　 141.72 ｲ

いい人病　 146.8 ﾀ 　　２　　歴史・伝記・地理
ついつい抱え込んでしまう人がもう無理！と思ったら読む本　 146.8 ﾈ ホモ・デウス　上下 204 ﾊ1、2

大人の道徳　 150 ﾌ 世界から消えた５０の国　 209.6 ﾍﾞ

良心学入門　 151.3 ﾘ 影の日本史にせまる　 210.04 ｱ

頭に来てもアホとは戦うな！　 159 ﾀ 邪馬台国は「朱の王国」だった　 210.27 ｶ

週４０時間の自由をつくる超時間術　 159 ﾀﾞ 大化改新を考える　　 210.34 ﾖ

　０　　　総記・情報 　３　社会科学・風俗・軍事 　６　　産業・交通･通信 　９　　　　　文学

　１　　　哲学・宗教 　４　　自然科学・医学 　７　　芸術・スポーツ 　Ｙ　　　ヤングアダルト

　２　　歴史・伝記・地理 　５　　　技術・工業 　８　　　　　言語 　Ｂ　　　　　文庫
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平成３０年１２月１日 発行

『あなたはなぜ「カリカリベーコン

のにおい」に魅かれるのか』
レイチェル・ハーツ／著 （141.2 ハ）

食の欲求に屈するとき、わ

たしたちのなかで何が起き

ているのか？ 極端な偏食

家、嗅覚を失った男性、ラ

イスを食べないと満腹にな

らない人…。嗅覚心理学の

第一人者が、本当に「満た

される」ための食の科学を

解き明かす。
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もうひとつの応仁の乱　 210.46 ﾐ 地球の歩き方　Ａ２６（チェコ／ポーランド／スロヴァキア） 290.93 ﾁ

イラストでみる戦国時代の暮らし図鑑　 210.47 ｲ 地球の歩き方　Ｂ０３（ロスアンゼルス） 290.93 ﾁ

戦国大名　 210.47 ｾ 地球の歩き方　Ｄ３３（マカオ） 290.93 ﾁ

戦国時代の表と裏　 210.47 ﾜ ロサンゼルス・サンフランシスコ（ララチッタ） 290.93 ﾗ2-3

公家たちの幕末維新　 210.58 ｵ シンガポール（ララチッタ） 290.93 ﾗ3-7
江戸東京の明治維新　 210.61 ﾖ 世界の中の日本地図　 291.03 ﾊ
秘蔵写真２００枚でたどるアジア・太平洋戦争　 210.75 ｲ 仙台（ココミル） 291.08 ｺ2-1
本土空襲全記録　　 210.75 ﾆ 名古屋（ココミル） 291.08 ｺ4-4
自主独立とは何か　前編・後編 210.76 ﾎ1、2 伊勢　志摩（ココミル） 291.08 ｺ4-5

戦禍を免れた青い目の人形　 211.06 ｻ 奈良（ココミル） 291.08 ｺ5-4

江戸東京の幕末・維新・開化を歩く　 213.61 ｸ 全国安い宿情報（＇１８～＇１９年版） 291.09 ｾﾞ
不便ですてきな江戸の町 213.61 ﾅ プロが選んだ日本のホテル・旅館１００選＆日本の小宿 291.09 ﾌﾟ

テンプル騎士団　 230.45 ｻ 温泉やど北海道  ２０１８ 291.1 ｵ

これならわかるイギリスの歴史Ｑ＆Ａ　 233 ｲ 松浦武四郎の十勝内陸探査記　 291.13 ﾏ

パール・ハーバー　上・下 253.07 ﾈ1、2

るるぶ石川　＇１９ 291.43 ﾙ

昭和の怪物七つの謎　　 281.04 ﾎ るるぶ岐阜　＇１９　 291.53 ﾙ

「私の履歴書」６１年の知恵　 281.04 ﾖ 城崎・天橋立＇１９（まっぷる） 291.64 ｷ

忘れてはならない日本の偉人たち　 281.04 ﾜ るるぶ松江出雲石見銀山　＇１９　 291.73 ﾙ

十勝を拓いた人々　 281.13 ﾐ シンガポール（トラベルデイズ） 292.39 ｼ

池上彰の「天皇とは何ですか？」　 288.4 ｲ ラダックの星　 292.54 ﾅ
大正天皇実録　第３　 288.41 ﾀ3 田園のイングランド 293.33 ﾃﾞ

光格天皇　 288.41 ﾌ パリ（ハレ旅） 293.53 ﾊﾟ

岩倉具視 289.1 ｲ イタリア（ハレ旅） 293.7 ｲ

絵筆のバトン　 289.1 ｶ グアム（トラベルデイズ） 297.42 ｸﾞ

ある樺太廳電信官の回想　 289.1 ｻ

ある世捨て人の物語　 289.3 ﾅ 　　　　３　　社会科学・風俗・軍事
おとなの青春旅行　　 290.9 ｼ 習近平が変えた中国　 302.22 ｼ

“世界の果て”の物語　 290.91 ﾗ 引き裂かれた大地 302.27 ｱ

イタリア（ことりっぷ海外版） 290.93 ｺ1-5 アゼルバイジャンを知るための６７章 302.29 ﾋ

ニューヨーク（ことりっぷ海外版） 290.93 ｺ2-5 グアテマラを知るための６７章　 302.57 ｻ

旅がグンと楽になる７つの極意　 290.93 ｼ マスコミ偽善者列伝 304 ｶ

『ツバキ文具店の鎌倉案内』
ツバキ文具店／編 （291.37 ツ）

代書のお礼に男爵がご馳

走してくれた「つるや」のう

なぎ。初デートで守景さん

と仲良く食べた「オクシモロ

ン」のキーマカレー…。「ツ

バキ文具店」「キラキラ共

和国」に登場する実在のお

店や神社仏閣を紹介しま

す。

『あの方を斬ったの…それがしです』
長谷川 ヨシテル／著 （281.04 ハ）

日ノ本一の兵・真田幸村を

討ち取った男、幕末の英

雄・坂本龍馬を暗殺した男、

太田道灌を謀殺した男…。

さまざまな史料を紐解き、

無名ながら日本の歴史を

動かした１８名の熱き生涯

を綴る。『ＢＥＳＴ Ｔ！ＭＥ

Ｓ』連載に加筆。

NO

IMAGE

NO

IMAGE

2



平和主義は貧困への道 304 ｻ 年金のことならこの１冊　 364.6 ﾊ

自国第一主義という病 304 ﾊ 世界一わかりやすい家づくりの教科書　２０１８－２０１９ 365.3 ｾ

立ち上がる夜　 309.02 ﾑ 建替えｏｒ耐震補強？倒壊させてたまるか 365.35 ﾄ

恩讐と迷走の日本政治 312.1 ｱ 地図とデータで見る女性の世界ハンドブック　 367.2 ﾁ

ＮＯでは足りない 312.53 ｸ 定年後に夫婦仲良く暮らすコツ 367.3 ｼ

逆説の地政学 312.9 ｶ ５０歳になったら知っておきたい年金・介護 367.7 ｵ

図解国会の楽しい見方　 314.1 ｽﾞ 　　・高齢期の住まい・成年後見制度・リタイア後のお金入門　

現代アイヌの生活と地域住民　 316.81 ｵ 夫婦ではじめる快適老後の生活設計　　 367.7 ﾌ

ＭＡＲＣＨ　３ 316.85 ﾙ3 もし、フネさんが７０人集まったら？　 367.7 ﾌﾞ

よみがえる戦時体制　 317.74 ｵ

Ｑ＆Ａ地方公務員の会計年度任用職員制度 318.3 ｳ

キーワードで読み解く地方創生　 318.6 ｷ

縮小まちづくり 318.6 ﾖ

まちを楽しくする仕事　 318.66 ﾀ

日本・スウェーデン交流１５０年　 319.10 ﾆ

日米安保体制史　　 319.10 ﾖ

９条を活かす日本　 319.8 ｲ

核は暴走する　上・下 319.8 ｼ1、2

自衛隊と憲法　 323.14 ｷ

はじめての行政法　 323.9 ﾊ

時効・期間制限の理論と実務　 324.16 ｼﾞ

不法行為法　 324.55 ｸ

弁護士が語る我が子の笑顔を守る離婚マニュアル 324.62 ｼ

よくわかる！成年後見のしくみと利用法　 324.65 ﾖ
これ一冊で安心相続の諸手続き・届出・税金のすべて　１８－１９年版 324.7 ｺ

いちばんわかりやすい相続・贈与の本　＇１８～＇１９年版 324.7 ｿ
相続の諸手続きと届出がすべてわかる本　＇１８～＇１９年版 324.7 ｿ

認知症になった親の財産と生活を守る１２のメソッド　 324.7 ｿ

「創作子どもポルノ」と子どもの人権　 326.22 ﾜ

本人訴訟ハンドブック 327.2 ﾔ ひとりサイズで、気ままに暮らす　 367.75 ｱ

雪ぐ人　 327.6 ｻ オレは絶対にワタシじゃない 367.98 ｴ

虚偽自白を読み解く　　 327.62 ﾊ うちの子、安全だいじょうぶ？　 368.6 ﾐ

避けられたかもしれない戦争　 329.5 ｹﾞ 筧千佐子６０回の告白　 368.61 ｱ

アメリカ経済　上・下 332.53 ｺﾞ1、2 かんたん！楽しい壁面かざりアイデア集　 369.26 ｶ

明治の革新者　 332.8 ｶ 骨が語る兵士の最期　 369.37 ﾅ

移民国家アメリカの歴史　 334.45 ｷ ＡＩに負けない「教育」　 371.41 ﾜ

私が「ダメ上司」だった３３の理由　 336.3 ｺﾞ いじめを生む教室　 371.42 ｵ

一番伝わる説明の順番　 336.49 ﾀ 前川喜平　 372.10 ﾏ

税務数表　平成３０年版 336.98 ﾂ 個の確立した集団を育てる学級ディベート　 375.1 ｷ

為替が動くと、世の中どうなる？　 338.95 ｶ 最強部活の作り方　 375.18 ﾋ

交通事故事件対応のための保険の基本と実務　 339.9 ｵ 情報モラル教育　 375.19 ｼﾞ

マンガと図解新くらしの税金百科　２０１８～２０１９ 345 ﾏ どうする？これからの道徳　 375.35 ｵ

相続と贈与がわかる本　＇１８～＇１９年版 345.53 ｿ 学校におけるがん教育の考え方・進め方　 375.49 ｶﾞ

「あ～めんどくさい！」と思った時に読むママ友の距離感　 361.4 ｻ 子どもの英語にどう向き合うか 375.89 ﾄ

くらべる日本　東西南北　 361.42 ｵ 子どもの「やりたい！」が発揮される保育環境 376.14 ｺ

遅刻してくれて、ありがとう　上・下 361.5 ﾌ1、2 保育をゆたかに絵本でコミュニケーション　 376.15 ﾑ

「右翼」の戦後史　　 361.65 ﾔ 自分でできる子が育つモンテッソーリの紙あそび　 376.15 ﾓ

最新介護保険の基本と仕組みがよ～くわかる本　 364.48 ｹ 現役東大生が教える東大のへんな問題解き方のコツ　 376.87 ﾆ

これならわかる＜スッキリ図解＞介護保険　 364.48 ﾀ 発達障害の子の子育て相談　４ 378.8 ﾊ4

『ちょこっとずぼら老後は楽しい！』
保坂 隆／著 （367.7 ホ）

がんばりすぎない、無理を

しない…。「ちょこっとずぼ

ら」で、自分らしく人生を楽

しもう！ 人間関係の秘訣

や健康法、食事法など、の

んびり余裕を持った生き方

実践のヒントが満載。体験

談も収録する。
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自閉スペクトラム　 378.8 ﾌ リアルサイズ古生物図鑑 457 ﾂ
無理なくできる！発達障害の子が伸びるいちにちいっぽの育て方　 378.8 ﾐ 化石になりたい　 457 ﾂ

浮世絵師たちが描いた明治の風俗　 382.1 ｳ 羽毛恐竜と巨大昆虫　 457.8 ｳ

図解アイヌ　 382.11 ﾂ 大人のための恐竜教室　 457.87 ﾏ

ＣＧで甦る江戸庶民の暮らし 382.13 ｼ 時をあやつる遺伝子　 464.1 ﾏ

植物と叡智の守り人　 382.53 ｷ トコトンやさしい微生物の本　　 465 ﾅ

キャンディと砂糖菓子の歴史物語　　 383.8 ﾒ ＮＨＫスペシャル人類誕生　 469.2 ｴ

ラーメンの歴史学　 383.81 ｸ サピエンス物語　 469.2 ﾊ

そばうどん知恵袋１１１題　 383.81 ｿ 植物は＜未来＞を知っている 471.3 ﾏ

遊廓に泊まる 384.9 ｾ 珪藻観察図鑑　 473.7 ｹ

世界の美しい色の祭り　 386 ﾜ 子どもと一緒に覚えたい毒生物の名前 481.9 ｺ

いきものをとむらう歴史 387 ﾖ 写真に残された絶滅動物たち最後の記録　 482 ﾌ

古生物学者、妖怪を掘る　 388.1 ｵ 昆虫学者はやめられない 486.04 ｺ

山怪　３ 388.1 ﾀ3 きらいになれない害虫図鑑　 486.1 ｱ

フランスの歌いつがれる子ども歌　 388.93 ﾌ 子どもと一緒に覚えたい野鳥の名前　 488.1 ｺ

誰が一木支隊を全滅させたのか　 391.20 ｾ 日本の食肉類　 489.5 ﾏ

軍事機密費　 393.7 ﾜ 山極寿一×鎌田浩毅ゴリラと学ぶ 489.9 ﾔ

追跡日米地位協定と基地公害 395.39 ﾐ 分かちあう心の進化　 489.97 ﾏ

日本陸軍の基礎知識　 396.21 ﾌ 医者の本音　 490.14 ﾅ

ノーベル賞の真実　 490.2 ﾉ

人体～神秘の巨大ネットワーク～　４　 491.3 ｼﾞ4

江戸の科学者 402.10 ｼ よくわかる痛み・鎮痛の基本としくみ　 491.37 ｲ

１から学ぶ大人の数学教室　 410 ｳ 薬の９割はやめられる　 492.3 ﾏ

実在とは何か　 421.3 ｱ 姿勢の教科書　上肢・下肢編　 492.5 ﾀ2

きみは宇宙線を見たか　 429.65 ﾔ たった１分脳疲労にきく魔法の手もみ　 492.75 ﾃ

宇宙の「果て」になにがあるのか　 440 ﾄ 疲労と回復の科学　 493.1 ﾜ

ホーキング、最後に語る　 443.9 ﾎ 誤嚥性肺炎は１０秒の「のどトレ」でくいとめる　 493.38 ｳ

火星ガイドブック　 445.3 ｶﾞ 「大腸リセット」で健康寿命をのばす　 493.46 ﾏ

火星の科学　 445.3 ﾌ 大丈夫！何とかなります肝機能は改善できる 493.47 ﾀﾞ

４　　自然科学・医学

『英国一家、日本をおかわり』
マイケル・ブース／著 （383.81 ブ）

英国人フードジャーナリスト

一家が、またまた日本を食

べにやって来た！ ハブ酒

や豆腐ように顔をしかめ、

鮒寿司にくらくら…沖縄に始

まり北海道へ、Ｂ級から三

ツ星までを食べ尽くす。列

島縦断珍道中、爆笑の体

験型食エッセイ！

『世界植物探検の歴史』
キャロリン・フライ／著 （470.73 フ）

「植物」はいかに発見・採集

され、新しい土地に根付く

ようになったのか、そして人

間の生活をどう変えたか。

「プラント・ハンター」の活躍

と植物探検の歴史を英国

キュー王立植物園所蔵の

美しい図版と共に解説する。
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人生１００年、自分の足で歩く 493.6 ｶ

ウルトラ図解ＡＤＨＤ　 493.73 ｳ

自分の顔が嫌いですか？ 493.74 ﾏ

不安症パニック障害・社交不安障害を自分で治す本 493.74 ﾜ

認知症の人を理解したいと思ったとき読む本　493.75 ﾆ

うつ・パニックは「鉄」不足が原因だった　 493.76 ﾌ

すべてわかるこどものてんかん 493.93 ｽ

子どもの便秘は今すぐなおせ　 493.93 ﾏ

がんで死なない 494.5 ﾌ

自分で治す！頸椎症　 494.66 ﾀ

身近なクスリで毛が抜ける薬害脱毛　 494.8 ｵ

皮膚の病気　 494.8 ﾋ

ハゲを着こなす　 494.8 ﾏ

遺伝するがん・しないがん 495.4 ﾅ

白内障のひみつ 496.35 ｱ

シニアのための口腔ケア　 497.9 ｵ

治療格差社会　 498 ﾏ

医療費のしくみ　２０１８－２０１９年度版 498.13 ｷ

被災地で生き方を変えた医者の話　 498.14 ｵ

あなたは、うで体？あし体？　 498.3 ｺ 日本のワインで奇跡を起こす 588.55 ﾐ

超疲労回復 498.3 ｾﾞ ウイスキーバイブル　 588.57 ﾌﾞ

ゆるスクワットの教科書 498.3 ﾕ 好きなものは、日々使う　 589 ﾏ

ラクして身につく！長寿時代のがんばらない健康法　　 498.3 ﾗ ナチュリラ　ｖｏｌ．４２（２０１８夏号） 589.2 ﾅ42

１００歳まで元気に歩く！正しい歩き方　 498.35 ﾋ ５５㎡までの心地よいコンパクト暮らし　 590 ｵ

命を縮める「睡眠負債」を解消する　 498.36 ｼ あした死んでもいい身辺整理　 590 ｺﾞ

脳を守る、たった１つの習慣　 498.39 ﾂ ５０点家事　 590 ｻ

医者が考案した「長生きみそ汁」　 498.58 ｺ タスカジさんが教える最強の「家事ワザ」　 590 ﾀ

やって良かった！１日１食　 498.58 ﾌ はじめての金融リテラシー　 591 ｵ

発酵古代米が健康寿命を延ばす　 498.58 ﾏ なぜあの人のシャツはパリッとしているのか　592 ﾖ

いっしょに食べよう　 498.59 ｶ トリマーの究極活用術　 592.7 ｽ

繕う愉しみ　 593.3 ﾐ

　　　５　　技術・工業
トコトンやさしいダムの本　 517.7 ﾐ

最新産廃処理の基本と仕組みがよ～くわかる本 519.7 ｵ

新しい建築法規の手びき　平成３０年版 520.91 ｱ

木材デザイン究極ガイド 524.21 ﾓ

失敗しない外壁デザイン 524.82 ﾆ

設備屋の本　 528 ｵ

最新国産＆輸入車全モデル購入ガイド　＇１８－＇１９ 537.92 ｻ

日本の消防車　２０１９ 537.99 ﾆ

宇宙旅行入門　 538.9 ｳ

原発は終わった　 543.5 ﾂ

スピーカー技術の１００年　 547.31 ｻ

これ一冊で身につくネットワークの基本としくみ　 547.48 ｼﾞ

ハンダづけをはじめよう　 549 ﾄﾞ

炭鉱と「日本の奇跡」　 567.09 ﾅ

レザークラフト・オーソリティ　 584.7 ﾚ

森永製菓ヴィンテージアーカイブズ　 588.3 ﾓ

『幸せな名建築たち』
日本建築学会／編 （523.1 シ）

名建築と呼ばれる住宅

の住み手や、オフィスビ

ル、学校などの維持・運

営に携わる人々へのイ

ンタビューを掲載。各

オーナーの思いと名建

築とのつきあい方を、豊

富な写真とともに紹介す

る。『建築雑誌』連載を

再編集し書籍化。

『手帳をもっと楽しく！

ＤＩＹ ＢＯＯＫ』
ＭｄＮ編集部／編 （594 テ）

自分仕様のカバーをつくり

たい、ペンホルダー付きの

手帳バンドがほしい、かわ

いい紙を再利用したい…。

身近な道具でかんたんに

手帳まわりのグッズを手づ

くりできるカスタマイズ方法

をお教えします。
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１枚仕立てのはおりもの 593.36 ｲ 名画の中の料理　 596.23 ｶ

定番も流行も手作りしたいスカート 593.36 ﾃ 体にうれしい藤井恵のまいにち納豆 596.3 ﾌ

藍で染めるカンタン絞り染め　３ 593.7 ｱ3 ブッダボウルの本　 596.3 ﾏ

犬の手作り服＆グッズＳＩＺＥ１６　 594 ﾐ ビーツ、私のふだん料理　 596.37 ｵ

刺しゅうのステッチと基本　 594.2 ｱ 旬野菜私のおすすめレシピ　 596.37 ｼ

刺し子を楽しむこもの　 594.2 ｻ 野菜のごちそう弁当　 596.4 ｻ

フェルト刺しゅうの花図鑑　 594.2 ﾋﾟ バーの主人が本当に作っている大人のつまみ弁当　 596.4 ﾏ

アクリル毛糸で編むエコモップとエコタワシ 594.3 ｱ ゴーゴー！バーガー 596.63 ｷ

かぎ針で編むボーダー＆ストライプの夏こもの　 594.3 ｶ フルーツ香る生菓子 596.65 ｽ

はじめてのモチーフＡ　ｔｏ　Ｚタティングレース　594.3 ﾔ 果物と野菜のゼリー　 596.65 ﾊ

帆布のバッグベーシックスタイル２０　 594.7 ﾊ パフェ　 596.65 ﾊﾟ

華と刻ハーバリウム設計図アレンジメントテクニックブック　 594.85 ｷ マジパン細工　 596.65 ﾏ

煌めくハーバリウム　 594.85 ﾊ 日本茶レシピ 596.7 ﾎ

ハーバリウムづくりの教科書　 594.85 ﾋ Ｈｅｉｍａこれからの住まい支度 597 ｲ

グレイヘアという選択 595.4 ｸﾞ 日曜日の風景　Ｐａｒｔ２　 597 ﾆ2

ひとりごはんの愉しみと工夫　 596 ｱ ふつうの住まいでかなえる外国スタイルの部屋づくり　 597 ﾌﾞ

レーズン昆布酢健康レシピ　 596 ｲ ３５歳からのはじめての妊娠・出産・育児安心ＢＯＯＫ 598.2 ｻ

一生使える。包丁の基本　 596 ｲ 妊活　治療と生活アドバイス　 598.2 ﾆ

奥薗流からだ想いのひとりごはん 596 ｵ 小児科医ママの子どもの病気とホームケアＢＯＯＫ　 598.3 ﾓ

ここまでできる！まな板いらずの絶品レシピ　 596 ｶ だいじょうぶだよ、モリス　 599 ｴ

寝ている間においしくなる 596 ｸ ０歳児とのあそびかた大全　 599 ｾﾞ

これでよゆうの晩ごはん　 596 ｺ おんぶで整うこころとからだ　 599 ﾏ

切りおき 596 ｺ

医療介護の現場で役立つ！パッククッキング 596 ｻ

Ｌ．Ｍ．モンゴメリの「赤毛のアン」クックブック 596 ﾏ

ワンボウルクッキング 596 ﾔ

ほぼ１００円飯　 596 ﾘ

ナンプラーがあればダシはいらない　 596 ﾜ

ソウルフード探訪　 596.04 ﾅ

小麦・いも・豆のおやつ　　 596.21 ﾂ

肉・豆腐・麩のおかず　　 596.21 ﾂ

こどもスケッチ　　 599.04 ｵ

１週間ラクラク！おいしい！フリージング離乳食　 599.3 ﾏ

　　　　６　　産業・交通・通信
太陽の塔　　 606.91 ﾋ

トウモロコシの歴史　 616.61 ｼﾞ

大豆の科学　 619.6 ｲ

ビジュアルスペシャルティコーヒー大事典　 619.89 ﾎ

新田園の快楽　 621.7 ﾀ

『私たちが食べ伝えたい

北海道郷土料理』
星澤 幸子／著 （596.21 ホ）

いももち、鮭と大根のあら

炊き、いかめし、にしんの

昆布巻き、ふきんこもち汁、

ラムしゃぶ、にしん漬け…。

北海道に伝わる郷土料理

を紹介します。北海道特産

品料理やアイヌ料理も収録。

『偉人を生んだざんねんな子育て』
三田 晃史／著 （599 ミ）

小学校１年生で退学になっ

た黒柳徹子さん、父親から

「無能」と評された湯川秀

樹さん、家庭内暴力の中で

育った曽野綾子さん…。気

がついたら、偉人になって

いた。偉人自らが記した自

伝から、子育ての教訓を読

み解く。
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すぐに役立つ入門図解最新交通事故の 681.3 ｽ

　　法律とトラブル解決マニュアル　

最新航空業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 687.21 ﾖ

日航機１２３便墜落最後の証言　 687.7 ﾎ

世界のエアポート　 687.9 ｾ

観光ビジネス未来白書　１８年版 689 ｶ

東京ディズニーシーパーフェクトガイドブ　２０１９ 689.5 ﾄ

テレビ最終戦争　 699.3 ｵ

図説中世ヨーロッパの美術 702.04 ｱ

神聖なる怪物　 704 ﾖ

視覚心理学が明かす名画の秘密　 720.1 ﾐ

幽霊画と冥界　 721.08 ﾕ

もっと知りたい文人画　 721.7 ｸ

グスタフ・クリムトの世界 723.34 ｸ

マティス　 723.35 ﾏ

「芸術」をつくった男　 723.37 ﾊﾞ

野菜作り「コツ」の科学　 626.9 ｻ 定本基本の人体デッサン　 725 ﾊﾞ

つるバラ　　 627.77 ｺﾞ あの頃ボクらは若かった　 726.5 ﾜ

部屋で楽しむ小さな苔の森　 627.8 ｲ 銀河鉄道の夜　 726.6 ｷ

馬のきもち　 645.2 ﾋ 問題だらけの女性たち　 726.6 ﾌ

牛たちの知られざる生活　 645.3 ﾔ ビジュアル・ハーモニー 727.08 ｾ

日本のポスター　　 727.6 ﾅ

野良猫の拾い方　 645.7 ﾉ

これからはじめる狩猟入門　 659 ｺ 異なり記念日 740.21 ｻ

こうして店は潰れた　 673.86 ｺ 春光彩　桜花風貌描写　 743.5 ﾀ

外国人テナント事件簿　 673.99 ﾅ 長崎・天草　潜伏キリシタン祈りの里 748 ｲ

新まだある。大百科　 675.1 ﾊ 地名　 748 ﾂ

すごい物流戦略　 675.4 ｶ 忘れられない祈りの聖地　 748 ﾄ

築地市場　 675.5 ﾌ 薔薇　 753 ﾅ

　７　　芸術・スポーツ

『ゴビ』
ディオン・レナード／著 （645.6 レ）

過酷な耐久レース「ゴビ砂

漠マラソン」に参加したディ

オンは、スタート地点で小さ

な迷い犬が自分をじっと見

上げているのに気づき…。

心に傷を抱えたランナーと、

なぜか彼になついてしまっ

た犬との、感動ノンフィク

ション。

『硯の中の地球を歩く』
青柳 貴史／著 （728.3 ア）

石は１億年経っていない

とまだまだ若造？ ごぼう

の味がする石がある？

硯もいじける？ 製硯師

は一夫多妻制？ 世界一

墨が磨れる石を探しに、

命がけで中国の秘境を訪

ねる製硯師が、ワイルドで

ワンダーなその仕事を語

る。

『いちごだんめん図鑑』
わたなべまこ＠築地市場ドットコム／著

（626.29 ワ）

日本で栽培されていて、

店頭やいちご農園など

で目にすることのでき

る主ないちご４２品種を、

断面図、生産地、品種

登録年、親の交配品種

などとともに紹介。切り

取り式「いちごだんめん

分布図」付き。
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柚木沙弥郎の染色　 753.8 ﾕ

はり絵折り紙１２か月　 754.9 ｱ

家族がよろこぶダンボール工作 754.9 ﾋﾟ

おりがみで作る入れ子の箱 754.9 ﾌ

曲線折り紙デザイン　 754.9 ﾐ

日本刀大全　　 756.6 ﾊ

手づくりする木のスツール　 758 ﾆ

衣・食・住・音　 760.9 ｶ

悪魔と呼ばれたヴァイオリニスト　 762.37 ｳ

ショスタコーヴィチ　 762.38 ｶ

楽器の音色がすぐ聴ける世界の民族楽器図鑑　 763 ｶﾞ

戦後洋楽ポピュラー史　１９４５－１９７５　 764.7 ﾐ

コシ・ファン・トゥッテ　 766.1 ｺ

初代「君が代」　 767.51 ｵ

松竹と東宝　 770.67 ﾅ

いつも私で生きていく　 772.1 ｸ

ナイロン１００℃シリーワークス　 775.1 ﾅ

愛し続ける私　 778.21 ﾄ

燃えよ左腕　 783.7 ｴ

高校野球を考える 783.7 ｻ

バーバリアンデイズ　 785.3 ﾌ

トレッキング実践学　 786.1 ﾀ

秋田県の山（分県登山ガイド） 786.1 ﾌﾞ4

石川県の山（分県登山ガイド） 786.1 ﾌﾞ18

徳島県の山（分県登山ガイド） 786.1 ﾌﾞ35

北海道の山と谷　２　 786.1 ﾎ2

誰でもはじめられるボルダリング　 786.16 ｵ

ゼロから始める海釣り入門　 787.13 ｾﾞ

鷲使い（イーグルハンター）の民族誌　 787.6 ｿ

知られざるキミ・ライコネン　 788.7 ﾎ

いけばな　 793.6 ｸ

井山裕太七冠再び　 795 ｲ

囲碁の学び　 795 ｸ

「観る将」もわかる将棋用語ガイド　 796 ｱ

さばく！振り飛車教室　 796 ｸ

奨励会　 796 ﾊ

かぐや姫の物語　　 778.77 ｼﾞ 瞬間を生きる　 796.02 ﾊ

まんぷく　Ｐａｒｔ１　 778.8 ﾌ1 楽しいバスレクアイデアガイド　６　 798 ｶ6

阿佐ケ谷姉妹ののほほんふたり暮らし　 779.14 ｱ ＤＶＤでもっと上達！社交ダンス魅せるスタンダード　 799.3 ﾃﾞ

ヒキコモリ漂流記　 779.14 ﾔ

ナナメの夕暮れ　 779.14 ﾜ

使える！スポーツ手話ハンドブック　 780 ﾂ わかる！できる！新・おやこ手話じてん　 801.92 ﾜ

女性アスリートの教科書　 780.19 ｽ くらべてわかるオノマトペ　 814 ｵ

スポーツ観戦手帳　 780.36 ｽ 女のことば男のことば　 814.9 ｺ

肩甲骨が立てば、パフォーマンスは上がる！　780.7 ﾀ 心理学者が教える読ませる技術聞かせる技術　816 ｶ

金栗四三の生涯 782.3 ｶ １５０冊執筆売れっ子ライターのもう恥をかかない文章術　 816 ｺ

１８ｍ２２の光　 782.5 ﾔ 岡山県のことば（日本のことばシリーズ） 818 ﾆ33

あの夏　上・下 783.7 ｱ1、2 やさしい日本語とやさしい英語でおもてなし 837.8 ﾌ

　８　　言　語

『億万長者サッカークラブ』
ジェームズ・モンタギュー／著

（783.47 モ）

名門サッカークラブのスー

パーリッチなオーナーたち。

なぜ、彼らはサッカー界に

巨万の富をつぎ込むの

か？ ロシアの新興成金、

アラブの王族、中国の企

業…。英国人ジャーナリス

トが、各国の事例を挙げ、

金と権力の闇に迫る。

『顔に魅せられた人生』
辻 一弘／著 （778.4 ツ）

特殊メイクという日本に先

人がいない世界で、言葉

も技術もすべて独学で身

につけ、「一生に一度の夢

の仕事」に挑み続けた辻

一弘。現代アーティストへ

転身を決意した裏にある

“人生観”を語り明かす。
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赤い靴　 大山　淳子 ｵｵﾔ

作家と楽しむ古典　 910.2 ｻ ある日失わずにすむもの　 乙川　優三郎 ｵﾄｶ

日本のヤバい女の子　 910.2 ﾊ 夜の側に立つ　 小野寺　史宜 ｵﾉﾃﾞ

文豪たちのラブレター　 910.26 ﾌﾞ 信長の原理　 垣根　涼介 ｶｷﾈ

澁澤龍彦の記憶　 910.268 ｼ パズラクション　　 霞　流一 ｶｽﾐ

宮部みゆき全一冊　 910.268 ﾐ 僕は金になる　 桂　望実 ｶﾂﾗ

和歌文学大系　４５　 911.10 ﾜ45 秘録島原の乱　 加藤　廣 ｶﾄｳ

覚醒の暗指　 911.16 ﾀ 悪魔と呼ばれた男　 神永　学 ｶﾐﾅ

詩と思想詩人集　２０１８ 911.56 ｼ 思い出が消えないうちに　 川口　俊和 ｶﾜｸﾞ

大江健三郎全小説　３、７ 918.68 ｵ3、7 母のあしおと　 神田　茜 ｶﾝﾀﾞ

銀幕のメッセージ　 鯨　統一郎 ｸｼﾞﾗ

青少年のための小説入門　 久保寺　健彦 ｸﾎﾞﾃﾞ

猫のお告げは樹の下で　 青山　美智子 ｱｵﾔ ドッペルゲンガーの銃　 倉知　淳 ｸﾗﾁ

武蔵野をよむ　 赤坂　憲雄 ｱｶｻ パラレルワールド　 小林　泰三 ｺﾊﾞﾔ

居酒屋ぼったくり　１０ 秋川　滝美 ｱｷｶ10 引火点　　 笹本　稜平 ｻｻﾓ

ガラスの殺意　 秋吉　理香子 ｱｷﾖ 銀河食堂の夜　 さだ　まさし ｻﾀﾞ

悪玉伝　 朝井　まかて ｱｻｲ 歪んだ波紋　 塩田　武士 ｼｵﾀ

冷たい檻　 伊岡　瞬 ｲｵｶ 鏡の背面　 篠田　節子 ｼﾉﾀﾞ

下町ロケット　３　ゴースト 池井戸　潤 ｲｹｲ3 つかのまのこと　 柴崎　友香 ｼﾊﾞｻ

下町ロケット　４　ヤタガラス 池井戸　潤 ｲｹｲ4 公園へ行かないか？火曜日に　 柴崎　友香 ｼﾊﾞｻ
七つの試練（池袋ウエストゲートパーク） 石田　衣良 ｲｼﾀﾞ14 花咲小路三丁目北角のすばるちゃん　 小路　幸也 ｼﾖｳ

日傘を差す女　 伊集院　静 ｲｼﾞﾕ 人さらい 翔田　寛 ｼﾖｳ

夏空白花　 須賀　しのぶ ｽｶﾞ

鬼嵐　 仙川　環 ｾﾝｶ

正義の申し子　 染井　為人 ｿﾒｲ

翼竜館の宝石商人　 高野　史緒 ﾀｶﾉ

今夜はひとりぼっちかい？　高橋　源一郎 ﾀｶﾊ

明治銀座異変　 滝沢　志郎 ﾀｷｻﾞ

私が誰かわかりますか　 谷川　直子 ﾀﾆｶﾞ

鏡のなかのアジア　 谷崎　由依 ﾀﾆｻﾞ

白銀（しろがね）の巫女（紐結びの魔道師） 乾石　智子 ｲﾇｲ2

ぞぞのむこ　 井上　宮 ｲﾉｳ

歌え、汝龍たりし日々を　 岩井　三四二 ｲﾜｲ

政宗の遺言　 岩井　三四二 ｲﾜｲ

時限感染　 岩木　一麻 ｲﾜｷ

５４字の物語　 氏田　雄介 ｳｼﾞﾀ

破蕾　 冲方　丁 ｳﾌﾞｶ

ドアを開けたら　 大崎　梢 ｵｵｻ

漂砂の塔　 大沢　在昌 ｵｵｻ

９　　文学史・詩・短歌・全集

９１３．６　　小説（赤色の枠線のラベル）

『洗濯（クリーニング）屋三十次郎』
野中 ともそ／著 （913.6 ノナカ）

優秀な兄に代わり中島ク

リーニングの店長を継ぐこ

とになった三十次郎と、先

代の時から仕えてきた荷山

長門。どこかかみ合わない

２人のもとに、ナコという少

女がケチャップの染みと祖

父の遺灰がかかったブラウ

スを持ってきて…。

『ざんねんなスパイ』
一條 次郎／著 （913.6 イチジ）

７３歳にして初任務のエ

リートスパイ。市長を暗殺し

に街にくるが、そのかれと

友だちになってしまった。イ

エス・キリストを名乗る来訪

者、年寄りの賢いロバ…。

一癖も二癖もある人（動）物

たちが織り成す、ナンセン

ス小説。
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ミダスの河　 柄刀　一 ﾂｶﾄ 静かに、ねぇ、静かに　 本谷　有希子 ﾓﾄﾔ

深夜の博覧会　 辻　真先 ﾂｼﾞ 人類滅亡小説　 山田　宗樹 ﾔﾏﾀﾞ

宴の前　 堂場　瞬一 ﾄﾞｳﾊﾞ 国宝　上・下 吉田　修一 ﾖｼﾀﾞ1、2

焦土の刑事　 堂場　瞬一 ﾄﾞｳﾊﾞ

イダジョ！　 史夏　ゆみ ﾄｹﾞ
出版禁止　 長江　俊和 ﾅｶﾞｴ 灰色のパラダイス 赤川　次郎 ｱｶｶﾞ
能面検事　 中山　七里 ﾅｶﾔ 架空通貨　 池井戸　潤 ｲｹｲ
風に恋う　 額賀　澪 ﾇｶｶﾞ 浪人奉行　４、５ 稲葉　稔 ｲﾅﾊﾞ4、5
襲来　上・下 帚木　蓬生 ﾊﾊｷ1、2 櫻子さんの足下には 太田　紫織 ｵｵﾀ14

影ぞ恋しき　 葉室　麟 ﾊﾑﾛ 　　死体が埋まっている　１４

蝶のゆくへ　 葉室　麟 ﾊﾑﾛ
廃墟ラブ（閉店屋五郎） 原　宏一 ﾊﾗ2

彼女は頭が悪いから　 姫野　カオルコ ﾋﾒﾉ

ある男　 平野　啓一郎 ﾋﾗﾉ

ベルリンは晴れているか　 深緑　野分 ﾌｶﾐ

この世界で君に逢いたい　 藤岡　陽子 ﾌｼﾞｵ

ショコラティエ　 藤野　恵美 ﾌｼﾞﾉ

ハレルヤ　 保坂　和志 ﾎｻｶ

日記　 蛍　ヒカル ﾎﾀﾙ

友を待つ　 本城　雅人 ﾎﾝｼﾞ

真犯人の貌 前川　裕 ﾏｴｶ

玉瀬家、休業中。　 まさき　としか ﾏｻｷ

一度だけ　 益田　ミリ ﾏｽﾀﾞ

ギケイキ　２　 町田　康 ﾏﾁﾀﾞ2

猫のエルは　 町田　康 ﾏﾁﾀﾞ

もう「はい」としか言えない　 松尾　スズキ ﾏﾂｵ

シンドローム　上・下 真山　仁 ﾏﾔﾏ1、2

君の話　 三秋　縋 ﾐｱｷ

愛なき世界　 三浦　しをん ﾐｳﾗ

スケルトン・キー　 道尾　秀介 ﾐﾁｵ

星をつなぐ手　 村山　早紀 ﾑﾗﾔ 鴨川食堂はんなり 柏井　壽 ｶｼﾜ

木枯らしの（吉原裏同心抄） 佐伯　泰英 ｻｴｷ4
花だより（みをつくし料理帖　特別巻） 高田　郁 ﾀｶﾀﾞ
ＣＯＰＹ（猟奇犯罪捜査班・藤堂比奈子） 内藤　了 ﾅｲﾄ9

爆裂通貨（警視庁公安部・青山望） 濱　嘉之 ﾊﾏ11

みずうみの妻たち　上・下 林　真理子 ﾊﾔｼ1、2

ビブリア古書堂の事件手帖 三上　延 ﾐｶﾐ

　　（扉子と不思議な客人たち）

行ったり来たり寝ころんだり　あおき　ひろえ ｱｵｷ

時の余白に　続 芥川　喜好 ｱｸﾀ2

七〇歳年下の君たちへ 五木　寛之 ｲﾂｷ
人生百年時代の「こころ」と「体」の整え方　 五木　寛之 ｲﾂｷ

たそがれてゆく子さん　 伊藤　比呂美 ｲﾄｳ

あぁ、くたびれた。　 高峰　秀子 ﾀｶﾐ

ターコイズ・ブルーの海から　続　 日高　誠一 ﾋﾀﾞｶ2

三谷幸喜のありふれた生活　１５　 三谷　幸喜 ﾐﾀﾆ15

これからの私をつくる２９の美しいこと　光野　桃 ﾐﾂﾉ

しない。　 群　ようこ ﾑﾚ

咳をしても一人と一匹　 群　ようこ ﾑﾚ

Ｂ　　文　庫

９１４．６　　エッセイ（灰色の枠線のラベル）

『アゲイン』
大森 寿美男／著 重松 清／原作

（913.6 オオモ）

もう一度、甲子園を目指し

ませんか－。４０代半ばの

元高校球児・坂町は、見知

らぬ女性に突然声を掛けら

れる。強引な誘いに苛立つ

坂町だったが、かつての

チームメイトと再会し…。

『矢上教授の「十二支考」』
森谷 明子／著 （913.6 モリヤ）

干支にちなむ神々に守られ

た街なのに、なぜ「丑」の方

角にだけ神社がないのか…。

万年講師の矢上教授が

飄々たる推理を繰り広げる、

ユーモアたっぷりの本格ミ

ステリ。『小説ＮＯＮ』掲載

に書下ろしを加えて書籍化。
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やや黄色い熱をおびた旅人　 原田　宗典 ﾊﾗﾀﾞ

兄弟の血（熊と踊れ　２　上） アンデシュ・ルースルンド 949.83 ﾙ2-1

兄弟の血（熊と踊れ　２　下） アンデシュ・ルースルンド 949.83 ﾙ2-2

朝、目覚めると、戦争が始まっていました　 ｱｻﾒ
工学部ヒラノ教授の研究所わたりある記　今野　浩 ｺﾝﾉ

老人の取扱説明書　 493.18 ﾋ

愚者の毒　１～３ 宇佐美　まこと ｳｻﾐ1～3

車イスの私がアメリカで 289.1 ｳ 家康、江戸を建てる　１～３ 門井　慶喜 ｶﾄﾞｲ1～3

　　医療ソーシャルワーカーになった理由（わけ）　 残りの雪　上１、上２ 立原　正秋 ﾀﾁﾊ1-1､1-2

発達障害に生まれて　 493.93 ﾏ5-3 残りの雪　下１、下２ 立原　正秋 ﾀﾁﾊ2-1､2-2

うつ病九段　 796.02 ｾ7-4 風の市兵衛　１、２ 辻堂　魁 ﾂｼﾞﾄﾞ1-1、1-2

「夫の介護」が教えてくれたこと　川村　隆枝 ｶﾜﾑ4-33 雷神　１、２（風の市兵衛２） 辻堂　魁 ﾂｼﾞﾄﾞ2-1、2-2

悪性脳リンパ腫の僕が 常山　昭男 ﾂﾈﾔ4-29 帰り船　１、２（風の市兵衛３） 辻堂　魁 ﾂｼﾞﾄﾞ3-1、3-2

　　再び教壇に立てた理由（わけ）　 月夜行　１、２（風の市兵衛４） 辻堂　魁 ﾂｼﾞﾄﾞ4-1、4-2

天空の鷹　１、２（風の市兵衛５） 辻堂　魁 ﾂｼﾞﾄﾞ5-1、5-2

風立ちぬ　下１、下２（風の市兵衛７） 辻堂　魁 ﾂｼﾞﾄﾞ7-1、7-2

封神演義の基礎知識　 923 ﾌ 五分の魂　１、２（風の市兵衛８） 辻堂　魁 ﾂｼﾞﾄﾞ8-1、8-2

羞恥　 チョン　スチャン 929.13 ﾁ 風塵　上１、上２（風の市兵衛９） 辻堂　魁 ﾂｼﾞﾄﾞ9-1、9-2
マーク・トウェイン完全なる自伝　Ｖｏｌｕｍｅ３ マーク・トウェイン 930.26 ﾄ3 風塵　下１、下２（風の市兵衛１０） 辻堂　魁 ﾂｼﾞﾄﾞ10-1、10-2

カズオ・イシグロの視線　 930.27 ｲ 春雷抄　１、２（風の市兵衛１１） 辻堂　魁 ﾂｼﾞﾄﾞ11-1、11-2

洪水の年　上・下 マーガレット・アトウッド 933 ｱ1、2 乱雲の城　１、２（風の市兵衛１２） 辻堂　魁 ﾂｼﾞﾄﾞ12-1、12-2

英国怪談珠玉集　 933 ｴ 遠雷　１、２（風の市兵衛１３） 辻堂　魁 ﾂｼﾞﾄﾞ13-1、13-2

クレイジー・リッチ・アジアンズ　上・下 ケビン・クワン933 ｸ1、2 科野秘帖　１、２（風の市兵衛１４） 辻堂　魁 ﾂｼﾞﾄﾞ14-1、14-2

こうしてイギリスから熊がいなくなりました　 ミック・ジャクソン 933 ｼﾞ 夕影　１、２（風の市兵衛１５） 辻堂　魁 ﾂｼﾞﾄﾞ15-1、15-2

リンカーンとさまよえる霊魂たち　 ジョージ・ソーンダーズ 933 ｿ 秋しぐれ　１、２（風の市兵衛１６） 辻堂　魁 ﾂｼﾞﾄﾞ16-1、16-2

奥のほそ道　 リチャード・フラナガン 933 ﾌ うつけ者の値打ち　１、２（風の市兵衛１７） 辻堂　魁 ﾂｼﾞﾄﾞ17-1、17-2

マンモスを再生せよ　 ベン・メズリック 936 ﾒ 待つ春や　１、２（風の市兵衛１８） 辻堂　魁 ﾂｼﾞﾄﾞ18-1、18-2

セーヌ川の書店主　 ニーナ・ゲオルゲ 943 ｹﾞ 草笛物語　１、２ 葉室　麟 ﾊﾑﾛ1、2

真夜中の太陽　 ジョー・ネスボ 949.63 ﾈ 秋霜　１～３ 葉室　麟 ﾊﾑﾛ1～3

ルーム・オブ・ワンダー　 ジュリアン・サンドレル 953 ｻ 虎の城　上１～上４ 火坂　雅志 ﾋｻｶ1-1～1-4

ガルヴェイアスの犬　 ジョゼ・ルイス・ペイショット 969 ﾍﾟ

９１６　　記録・手記（緑の枠線のラベル）

９１６　闘病記（からだナビ）

Ｂ　　文　庫

Ｌ　　大活字

９　　外国文学

９１５．６　　日記（黄色の枠線のラベル）

『方言でたのしむイソップ物語』
イソップ／著 （991.7 イ）

「イソップ物語」をこよなく愛

する画家が、各地の方言を

大切に残したいとの願いを

込め全７０話を方言に翻案

し、絵を描き下ろした一冊。

方言を大切にする試み。

『こころ』掲載に加筆・改稿。

『吉本ばななが友だちの悩み

についてこたえる』
吉本 ばなな／著 （914.6 ヨシモ）

本当の友だちを作るには？

子どもの友だち問題に介入

する？ 友人からお金を貸

してほしいと言われたとき

には？ 吉本ばななが１０

～６０代の「友だち」につい

ての悩みに答える。『小説ト

リッパー』連載を加筆し単

行本化。
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虎の城　下１～下４ 火坂　雅志 ﾋｻｶ2-1～2-4 テクニックと戦術で勝つ！陸上競技リレー　 Y 782 ﾃ

６４（ロクヨン）　上１、上２ 横山　秀夫 ﾖｺﾔ1-1、1-2 高校野球で本当にあった心温まる物話　 Y 783 ﾃ

６４（ロクヨン）　下１～下３ 横山　秀夫 ﾖｺﾔ2-1～2-3 レポート・論文の書き方入門　 Y 816 ｺ
全盲の僕が弁護士になった理由（ワケ）　 大胡田　誠 916 ｵｵｺﾞ 動詞キャラ図鑑　 Y 835 ｾ

英語で楽しもうディズニーストーリー　１～５ Y 837 ｴ1～5

中学英語で読むディズニー　１、２ Y 837 ﾁ1、2

気持ちを「言葉にできる」魔法のノート　 Y 141 ｳ 小説は君のためにある　 Y 901 ﾌ

幸福とは何か　 Y 151 ﾓ わたしが少女型ロボットだったころ　 石川　宏千花 Y 913 ｲ

歴史の読みかた　　 Y 204 ﾚ 奏のフォルテ　 黒川　裕子 Y 913 ｸ

東大教授がおしえるやばい日本史　 Y 281 ﾄ ある晴れた夏の朝　 小手鞠　るい Y 913 ｺ

図解でわかる１４歳から知っておきたい中国　 Y 302 ｲ 司波達也暗殺計画　１　 佐島　勤 Y 913 ｻ1

ニュース解説室へようこそ！　２０１８－１９ Y 310 ﾆ ローズさん　 澤井　美穂 Y 913 ｻ

誰のために法は生まれた　 Y 320 ｺ 青い春を数えて　 武田　綾乃 Y 913 ﾀ

美容師・理容師になるには（なるにはＢＯＯＫＳ） Y 366 ﾅ5 ５分後に恋の結末 橘　つばさ Y 913 ﾀ

不登校でも大丈夫　　 Y 371 ｽ 　　（解けない謎と放課後の密談）

清水式定期テストで結果を出す５０の習慣　 Y 375 ｼ 掟上今日子の乗車券　 西尾　維新 Y 913 ﾆ

工学部（なるにはＢＯＯＫＳ　大学学部調べ） Y 376 ﾀﾞ 水槽の中　 畑野　智美 Y 913 ﾊ

超・図解身近にあふれる「科学」が３時間でわかる本　 Y 404 ｻ 未来のミライ 細田　守 Y 913 ﾎ

ジュニア数学オリンピック　２０１４－２０１８ Y 410 ｼﾞ 死にたい、ですか　 村上　しいこ Y 913 ﾑ

４０億年、いのちの旅　 Y 461 ｲ ユーチュー部！！ 山田　明 Y 913 ﾔ

マイシャと精霊の木　 Y 462 ｲ 結び蝶物語　 横山　充男 Y 913 ﾖ

シマウマのしまはサカナのほね　 Y 481 ｺ 南西の風やや強く　 吉野　万理子 Y 913 ﾖ

どうして海のしごとは大事なの？　 Y 550 ﾄﾞ エヴリデイ　　 デイヴィッド・レヴィサンY 933 ﾚ

農業がわかると、社会のしくみが見えてくる　 Y 611 ｼ

ゴッホはなぜ星月夜のうねる糸杉をえがいたのか　 Y 702 ﾊﾞ

ナトセンおすすめＹＡ映画館　 Y 778 ﾅ

補欠廃止論　　 Y 780 ｴ

スポーツトレーナー絶対になりたい人が読む本 Y 780 ｺ

Ｙ　　ヤングアダルト

〒０８０－００１２

帯広市西２条南１４丁目

帯 広 市 図 書 館

TEL（０１５５）２２‐４７００

URL https://www.lib-obihiro.jp/

『パンツ・プロジェクト』
キャット・クラーク／著 （Y933 ク）

リヴは中学１年生。外見は

女の子でも、自分は男の子

だと思っている。違和感を

探るうちに「トランスジェン

ダー」という言葉に行き当

たったリヴは、「女子はス

カートをはく」という校則と

闘うことに…。さわやかな青

春小説。

『香りと歴史７つの物語』
渡辺 昌宏／著 （Y576 ワ）

アレクサンドロス大王を虜

にした乳香、織田信長が切

望した蘭奢待、ナポレオン

皇妃が愛したバラなど、香

りにまつわる７つの歴史物

語を紹介。そこに秘められ

た謎と真実に迫る。
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