
　　　０　　総記・情報 弱さをさらけだす勇気　 159 ﾏ

チューリングの考えるキカイ 007.1 ｱ できる人の共通点　７　 159.4 ｶ7

アルゴリズムが「私」を決める　 007.3 ﾁ 人生は手放した数だけ豊かになる 159.79 ﾏ

４８歳からのタブレット入門（アンドロイド対応） 007.63 ﾘ 明治維新神道百年史　１～５ 172 ﾒ1～5

スローライフの停留所 010.4 ｳ 東大寺のなりたち　 188.35 ﾓ

１９歳の読書論 019.2 ﾜ 親鸞聖人和讃百話　 188.73 ﾐ

昭和の翻訳出版事件簿　 021.2 ﾐ 小さな悟り　 188.84 ﾏ

出版状況クロニクル　５　 024.1 ｵ5 消された信仰　 198.22 ﾋ

　　２　　歴史・伝記・地理
まわしよみ新聞をつくろう！　 070 ﾑ 海洋考古学入門　 202.5 ｶ

戦場放浪記　 070.16 ﾖ 教養のグローバル・ヒストリー 209 ｷ

馬・車輪・言語　上下 209.3 ｱ1、2

　　１　　哲学・宗教 天皇と儒教思想　 210.09 ｺ

哲学の奇妙な書棚　 116 ｿ 国宝「火?型土器」の世界　笹山遺跡　 210.25 ｲ

若い読者のための哲学史　 130.2 ｳ 徳島の土製仮面と巨大銅鐸のムラ　矢野遺跡　 210.25 ｳ

ジークムント・フロイト伝　 146.13 ﾙ 出雲王と四隅突出型墳丘墓　西谷墳墓群　 210.27 ﾜ

不道徳お母さん講座　 150.21 ﾎ 韓国の外交官が語る世界が見習うべき日本史　 210.5 ｼ

ほんとうの味方のつくりかた　 159 ﾏ 明治維新とは何だったのか 210.58 ﾊ

　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

●書名の右にある数字は請求記号です。請求記号は本の背ラベルにある数字で、本がある場所を表しています。

●貸出中の資料は予約することができます。

●図書はその内容にしたがって「日本十進分類法（ＮＤＣ）」で分類され、数字の順番に棚に並んでいます。

書棚の側板には、分類番号や大まかな内容を示すキーワード（件名）を表示しています。

分類番号についてはフロア案内図をご覧ください。

平成３０年９月２９日 発行

『絶景本棚』
本の雑誌編集部／編（024.9 ゼ）

スタイリッシュ、すっきり

整然、床積み、魔窟に野

放し系…。趣味も専門も

バラバラな３４人の本棚

模様を、オールカラーの

写真で紹介します。『本

の雑誌』連載を再構成し、

書き下ろしを加えて単行

本化。

『かくれキリシタン』
後藤 真樹／著 （198.22 ゴ）

受難の歴史をのりこえ、

秘かに脈々と信仰を伝

えてきた「かくれキリシ

タン」。長崎・外海、五

島列島、平戸、熊本・

天草…。現在もかくれ

キリシタンを続けてい

る人々などを訪ね歩き、

貴重な証言と共に、聖

地や史跡をたどる。
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いま学ぶアイヌ民族の歴史　 211 ｶ 善と悪の経済学　続　 331.2 ｾ2

太陽の船復活 242.03 ﾖ 人口減少社会の未来学　 334.31 ｼﾞ

花殺し月の殺人　 253.67 ｸﾞ できる人は必ず持っている一流の気くばり力　 336.49 ﾔ

幕末列藩＆人物名鑑　 281.04 ﾊﾞ 「価格」を疑え　 337.8 ﾖ

脱北者たち　 282.1 ｼ ＰＥＲって何？という人のための投資指標の教科書 338.15 ｺ
徳川おてんば姫　 289.1 ｲ 金融政策に未来はあるか　 338.3 ｲ
松浦武四郎　 289.1 ﾏ 財政破綻後 342.1 ｻﾞ

２０１８年度決定版改正介護保険のポイントがひと目でわかる本 364.48 ﾀ

ヴィルヘルム２世　 289.3 ﾋﾞ

北海道コテージ＆キャンプ場ガイド　２０１８－１９ 291.1 ｺ 発達障害と仕事　 366.28 ﾊ

るるぶ熊本阿蘇天草　＇１９ 291.94 ﾙ １週間で面接に自信がつく本　 366.29 ﾜ

美しいフィレンツェとトスカーナの小さな街へ 293.7 ｵ おひとりさまの「シニア金融」　 367.7 ｵ

自殺の歴史　 368.3 ﾛ

　　　　３　　社会科学・風俗・軍事 介護現場のストレスマネジメント　　 369.17 ｵ

沸騰インド　 302.25 ｶ 介護職が知っておきたい接遇マナーのきほん 369.26 ﾊ

ウズベキスタンを知るための６０章 302.29 ｵ 「べてるの家」から吹く風　 369.28 ﾑ

時代を拓くあなたへ　 304 ｼﾞ 私の夢まで、会いに来てくれた 369.31 ﾜ

現代社会はどこに向かうか 304 ﾐ 世界の難民をたすける３０の方法　 369.38 ﾀ

女は「政治」に向かないの？　 312.1 ｱ なぜ、わが子を棄てるのか　 369.41 ﾆ

嘘に支配される日本　 312.1 ﾅ やさしく学ぶ教育原理　 371 ｻ
ＥＵ一般データ保護規則　 316.1 ﾐ 高等学校新学習指導要領全文と解説　 375.1 ｺ
感情的になる前に知らないと恥ずかしい中国・韓国・北朝鮮Ｑ＆Ａ　 319.10 ﾄ 小学校新学習指導要領の展開　特別支援教育編 375.1 ｼ

シーア派とスンニ派　 319.27 ｲ 中学校新学習指導要領の展開　特別支援教育編 375.1 ﾁ

民法　 324 ﾜ 「探究」を探究する　 375.18 ﾀ

有利に解決！離婚調停　 324.62 ｲ 「行きたくない」が「行きたい」に変わる場所　 376.48 ｾ

残念な相続　　 324.7 ﾅ グローバルリーダーを育てる北海道大学の挑戦　２ 377.28 ｸﾞ2

図解による民事訴訟のしくみ 327.2 ｶ 知ってラクになる！発達障害の悩みにこたえる本　 378.8 ｽ

すぐに役立つ入門図解最新内容証明郵便 327.2 ｽ ちょっとしたスペースで 378.8 ﾓ

　　・公正証書・支払督促の手続きと書式サンプル５０　 　　発達障がい児の脳と感覚を育てるかんたん運動　

自分でできる少額訴訟ハンドブック 327.2 ﾀ 今こそ知りたいアイヌ　 382.11 ｲ

『松浦武四郎入門』
山本 命／著 （289.1 マ）

諸国を旅して百冊以上の

書物を出版。幕末の蝦夷

地を探査し、知られざるア

イヌ文化を全国へ紹介…。

三重県松阪市に生まれ、

“北海道の名付け親”と慕

われる松浦武四郎の、愛と

冒険に満ちた生涯を描く。

地図や写真も掲載。

『住まいで「老活」』
安楽 玲子／著 （365.3 ア）

家の中は、危険がいっぱ

い！ しかし正しい知識と

決意があれば、快適で安

全な暮らしを実現できる。１

０００件近い要介護者の自

宅を訪問し、コンサルティ

ングやケアリフォームを手

がけてきた著者が、その

エッセンスを開陳する。
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海へ還る 385.6 ｳ キッチンには３本のオイルがあればいい　 498.58 ｵ

日本人は先祖をどう祀ってきたか　 385.6 ﾀ 寿命を延ばす食事、縮める食事 498.58 ｼﾞ

薬膳・漢方食材＆食べ合わせ手帖 498.58 ﾔ

医者からもらった薬がわかる本　 499.1 ｲ

薬草のちから　 499.87 ﾆ

　　　５　　技術・工業
最新図解基礎からわかるコンクリート　 511.7 ｻ

リサイクルと世界経済　 518.52 ｺ

住宅リフォームを考えたら必ず読む本 527 ﾆ

きちんと知りたい！自動車サスペンションの基礎知識　 537.5 ｲ

世界の自動車オールアルバム 537.92 ｾ

旅客機の運命 538.6 ﾁ

石けんだけで肌はきれいになる 576.53 ｲ

プラスチック知られざる世界　　 578.4 ｻ

和の菓子　 588.36 ﾜ

ジンの歴史　 588.57 ｿ

東京のちいさなアンティークさんぽ　 589 ﾏ

ばぁば、９３歳。暮らしと料理の遺言　 590.4 ｽ
まだ間に合う老後資金４０００万円をつくる！お金の貯め方・増やし方　591 ｶ

はじめてのアイアン家具づくり　 592.7 ﾊ

誌上・パターン塾　Ｖｏｌ．４　 593.36 ｼ4

ハンドメイドのかんたん子ども服 593.36 ﾊ

着心地のよい、暮らしの服 593.36 ﾐ

知の果てへの旅 404 ﾃﾞ ハギレで作るかわいい布こもの 594 ﾊ

離散数学「ものを分ける理論」　 410.9 ﾄ 可憐なコサージュ＆ブレスレット 594.3 ｶ

海の世界地図　 452 ﾋ キュートなあみぐるみアニマルズ　 594.3 ﾎ

カラー図解分子レベルで見た体のはたらき 464.2 ﾋ 麻ひもと天然素材で編むかごバッグと帽子　 594.7 ｱ

性の進化史　 467.3 ﾏ 世界一簡単な「くびれ」の作り方 595.6 ｳ

江戸の骨は語る　 469.4 ｼ 手づくり健康食品　 596 ｱ

るるぶにっぽんの動物園　 480.76 ﾙ 揚げずに！揚げ物ざんまい 596 ｱ

先生、オサムシが研究室を掃除しています！　 481.78 ｺ

絶滅生物図誌　 482 ﾁ

昆虫のすごい世界　 486 ｺ

日本の野鳥さえずり・地鳴き図鑑　 488.03 ﾆ

賢い患者　　 490.14 ﾔ

筋肉と関節しくみと動きが見える事典 491.16 ｷ

身近な病気こうして予防 492 ﾐ

疲れない体になるには筋膜をほぐしなさい　 492.5 ﾀ

京大病院が教える血糖値を上げない正しい習慣　 493.12 ｲ

私はすでに死んでいる　 493.7 ｱ

自分を傷つけてしまう人のためのレスキューガイド 493.7 ｼﾞ

「片頭痛」からの卒業　 493.74 ｻ

認知症は接し方で１００％変わる！　 493.75 ﾖ

入門うつ病のことがよくわかる本 493.76 ﾆ

４０歳からの女性の不調お悩み解決ＢＯＯＫ　 495.13 ﾖ

勝者の呼吸法　 498.34 ﾓ

栄養まるごと１０割レシピ！　 498.55 ｵ

「健康に良い」はウソだらけ 498.58 ｲ

４　　自然科学・医学

『今の科学でここまでわかった

世界の謎９９』
（404 イ）

カルナック列石を作った目

的は？ イスラエルの１０

部族はどこへ？ 文明の足

跡から、宗教・神話・超常

現象、不可解な消失まで。

何世紀もの間、人々を困惑

させ、話題をさらってきた９

９の人や場所、出来事、問

題を紹介する。

『男のチャーハン道』
土屋 敦／著 （596.3 ツ）

パラパラのチャーハンを作

るのに、卵コーティングは

正しいのか？ 火力は、油

の量は、鍋は、具材は…？

苦節数年、誰もが家庭で

「パラパラ」にするカギが、

ある身近な食材にあること

を突き止め…。
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うまい！味が決まる！みそ・塩・しょうゆのシンプルおかず　 596 ｳ 　　　　６　　産業・交通・通信
血管＆脳が若返る！「水煮缶」簡単レシピ　 596 ｹ プレイス・ブランディング　 601.1 ﾌﾟ

Ｋｏｔｏさんのかしこい作りおき　 596 ｺ 現代の食料・農業・農村を考える　　 612.1 ｹﾞ

小林カツ代のきょうも食べたいおかず　 596 ｺ

ＳＰＯＯＮ　 596 ｻ

女子栄養大学の誰も教えてくれない発酵食のすべて 596 ｼﾞ

何度でも作りたくなる定番おかず 596 ﾅ

「つくりおき食堂」の超簡単レシピ　 596 ﾏ

血管が若返る水煮缶レシピ　 596 ﾑ

ｍｏｇｏｏパパッと作る！おいしい今日のレシピ　 596 ﾓ

レシピブログｍａｇａｚｉｎｅ　ｖｏｌ．１１ 596 ﾚ11

レシピブログｍａｇａｚｉｎｅ　Ｖｏｌ．１２春号　 596 ﾚ12

レシピブログｍａｇａｚｉｎｅ　Ｖｏｌ．１３冬号 596 ﾚ13

肉まんを新大阪で　　 596.04 ﾋ

農家が教える梅づくし 596.3 ﾉ

新・種苗読本　 615.23 ｼ

バナナのグローバル・ヒストリー 625.81 ﾁ

今、なぜ種が問題なのか 626.12 ﾃ

危機に瀕する日本の酪農・畜産　 641.7 ｷ

これから始める人のためのわな猟の教科書　 659 ｼ

ニシンの歴史　　 664.62 ﾊ

ＪＲは生き残れるのか 686.21 ｳ

東京ディズニーランドおまかせガイド　 689.5 ﾄ

もういちど訪ねる日本の美　上下 702.1 ﾓ1、2

かんたん！ヘルシー！魚の缶詰レシピ　 596.35 ｷ ４７都道府県・国宝／重要文化財百科　 709.1 ﾓ

まいにち絶品！「サバ缶」おつまみ 596.35 ｷ 江戸琳派 721.5 ﾐ

野菜と栄養たっぷりな具だくさんの主役サラダ２００　 596.37 ｴ すゞしろ日記　３ 726.1 ﾔ3

シンプルがおいしい飛田さんの野菜レシピ　　 596.37 ﾋ イギリスの絵本　上　 726.60 ﾖ1

お昼が一番楽しみになるお弁当　 596.4 ﾂ 伝統書体字典　　 727.8 ﾋ

サラダサンド　 596.63 ｼ 時代を写した写真家１００人の肖像　上下 740.28 ﾄ1、2

一からのパン作り　 596.63 ﾀ 春 748 ﾀ

誰も教えてくれなかったプロに近づくためのパンの教科書　 596.63 ﾎ 刀剣と格付け　 756.6 ﾌ

パンの科学　 596.63 ﾖ レゴでつくる世界の美しい鳥　 759 ﾎﾟ

日本の有平糖　 596.65 ｲ 昭和歌謡の謎　 767.8 ｺﾞ

ニッカウヰスキーアレンジレシピ　 596.7 ﾆ 身体的物語論　 772.1 ﾆ

コーヒー語辞典　 596.7 ﾔ 週刊文春「シネマチャート」全記録　 778.2 ｼ

大人の北欧インテリア　 597 ｵ わろてんか　Ｐａｒｔ２ 778.8 ﾖ2

自分で直せば断然お得！身のまわりの修理の教科書　 597 ｼﾞ ハタからみると、凪日記　 779.9 ﾐ

心地いい毎日を作る私の収納術　 597.5 ｺ ブラックボランティア 780.69 ﾎ

　７　　芸術・スポーツ

『おむすびのにぎりかた』
宮本 しばに／文 野口 さとこ／写真

（596.3 ミ）

酒蔵の杜氏、僧侶、染色

家…。日本各地で暮らす

様々な人たちのにぎる「お

むすび」のおいしさの謎を、

創作野菜料理家・宮本し

ばにと写真家・野口さとこ

が訪ね歩く。レシピ付き。

『みんなのミシマガジン』

連載を加筆・再構成。

『虫といっしょに家庭菜園』
小川 幸夫／著 腰本 文子／取材・文

（613.86 オ）

おいしい野菜を作るには、

虫たちの力が必要だ！

完全無農薬栽培を実践す

る著者が、家庭菜園で、

虫といっしょに元気な野菜

を作る方法を紹介。１０４

種の虫をまとめたカラー

図鑑で、害虫の退治法と

益虫の生かし方がよくわ

かる。
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戦国武将茶人　 791.2 ｾ

楽しいバスレクアイデアガイド　４　 798 ｶ4

図説古代文字入門　 801.1 ｵ

リンカーンのように立ち、チャーチルのように語れ 809.4 ﾋ

神代文字の思想　 810.23 ﾖ

ことばの雑記控　 810.4 ｸ

ことばと遊び、言葉を学ぶ　 810.4 ﾔ

大人の語彙力使い分け辞典　 810.4 ﾖ

シリーズ・日本語のしくみを探る　６　 810.8 ﾏ6

「あて字」の日本語史　 811.02 ﾀ

ことばが消えたワケ　 814.9 ﾖ

最新最強の作文・小論文　＇２０年版 816.5 ｻ

漢文のルール　 820 ｶ

詩の根源へ　 901.1 ｲ

北海道コンサドーレ札幌オフィシャル・ガイドブック　２０１８ 783.47 ﾎ 詩のきらめき　 902.1 ｲ

メジャー・リーグ球団史　 783.7 ｲ

オフィシャル・ベースボール・ガイド　 783.7 ｵ

敗れても敗れても　 783.7 ｶ

星野仙一決断のリーダー論　 783.7 ｼ

皆川博子の辺境薔薇館　 910.268 ﾐ

山本周五郎　 910.268 ﾔ

一日の言葉、一生の言葉 911.04 ｼ

水中翼船炎上中　 911.16 ﾎ

これだけ！ゴルフを楽しく始める本　 783.8 ｺ 短歌と俳句の五十番勝負　 911.16 ﾎ

氷上のドリアン・グレイ 784.65 ｽ ひとり　 911.36 ｾ

山口県の山　（分県登山ガイド）　 786.1 ﾌﾞ34 雲の図鑑 911.36 ﾓ

宮崎県の山　（分県登山ガイド）　 786.1 ﾌﾞ44 チュサンマとピウスツキとトミの物語他　 911.56 ﾊ

北海道夏山ガイド 786.1 ﾎ 「源氏物語」に学ぶ人間学　 913.36 ｻ

キャンプ大全　 786.3 ｷ 横溝正史ミステリ短篇コレクション　５　 918.68 ﾖ5

柔道のルール　 789.2 ｼﾞ 横溝正史ミステリ短篇コレクション　６　 918.68 ﾖ6

９　　文学史・詩・短歌・全集

　８　　言　語

『北国からの手紙』
井上 浩輝／著 （740.21 イ）

北海道でキタキツネを中

心に、野生動物の写真を

撮り続ける著者が、自然

と人間社会のかかわりへ

の疑問、北海道とそこに

生きる動物たちの魅力を、

美しい写真とともに綴る。

『葉室麟 洛中洛外をゆく。』
葉室 麟／著 洛中洛外編集部／著

（910.268 ハ）

歴史小説の主人公たち

に託した想いとは－。作

家・葉室麟が、洛中洛外

を歩き、人生論を語り、

「乾山晩愁」「黒龍賦」な

どの自著を解説する。歴

史小説ゆかりの名所約４

０カ所＆地図も収録。イン

タビューをもとにまとめた

本。

『４千分の１の名将』
古内 義明／著 （783.7 フ）

「名将」と呼ばれる監督た

ちはどんな指導方針を掲

げ、多感の時期を過ごす

高校生にどんな言葉を投

げかけ、１つのチームにま

とめ上げているのか。関

西の高校野球界を牽引す

る７人の名将にインタ

ビューする。
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長兵衛天眼帳　 山本　一力 ﾔﾏﾓ
駒子さんは出世なんてしたくなかった　 碧野　圭 ｱｵﾉ

天子蒙塵　第３巻 浅田　次郎 ｱｻﾀﾞ3

ＴＩＭＥＬＥＳＳ　 朝吹　真理子 ｱｻﾌﾞ 60 石川　智健 ｲｼｶ

星夜航行　上下 飯嶋　和一 ｲｲｼﾞ1、2 無理　上　 奥田　英朗 ｵｸﾀﾞ1

下町ロケット　３　 池井戸　潤 ｲｹｲ3 永訣の波濤(グイン・サーガ） 五代　ゆう ｸﾘﾓ143

ミステリなふたり　 太田　忠司 ｵｵﾀ ヘッドゲーム　(生活安全課０係） 富樫　倫太郎 ﾄｶﾞｼ2

空港時光　 温　又柔 ｵﾝ 鶴亀横丁の風来坊 鳥羽　亮 ﾄﾊﾞ

消えていく日に　 加藤　千恵 ｶﾄｳ 最後の医者は雨上がりの 二宮　敦人 ﾆﾉﾐ1、2

燃える水　 河合　莞爾 ｶﾜｲ 　　空に君を願う　上下

紅のアンデッド（法医昆虫学捜査官）　 川瀬　七緒 ｶﾜｾ6

絵金、闇を塗る　 木下　昌輝 ｷﾉｼ 大江健三郎　柄谷行人全対話 大江　健三郎 ｵｵｴ

任俠浴場　 今野　敏 ｺﾝﾉ おなかがすいたハラペコだ。　２　 椎名　誠 ｼｲﾅ2

白き糸の道　 澤見　彰 ｻﾜﾐ

送り火　 高橋　弘希 ﾀｶﾊ

ふたつの夏　 谷川　俊太郎 ﾀﾆｶ

真夜中の子供　 辻　仁成 ﾂｼﾞ

ポリフォニック・イリュージョン　 飛　浩隆 ﾄﾋﾞ

おーい、中村くん　 中村　秀治 ﾅｶﾑ
師弟の祈り　旅路の果てに　　（僕僕先生） 仁木　英之 ﾆｷ11

名探偵誕生　 似鳥　鶏 ﾆﾀﾄﾞ

雨降る森の犬　 馳　星周 ﾊｾ

むすびつき（「しゃばけ」シリーズ）　　　畠中　恵 ﾊﾀｹ17

青嵐の坂　 葉室　麟 ﾊﾑﾛ

〆太よ　 原田　宗典 ﾊﾗﾀﾞ

失楽園のイヴ　 藤本　ひとみ ﾌｼﾞﾓ

文学　２０１８ ﾌﾞﾝｶﾞ

ツキマトウ　 真梨　幸子 ﾏﾘ

火刑列島　 森　晶麿 ﾓﾘ

さしすせその女たち　 椰月　美智子 ﾔｽﾞｷ

バットランド　 山田　正紀 ﾔﾏﾀﾞ

９１４．６　　エッセイ（灰色の枠線のラベル）

９１３．６　　小説（赤色の枠線のラベル）

Ｂ　　文　庫

『手がかりは一皿の中に』
八木 圭一／著 （913.6 ヤギ）

グルメライターの北大路亀

助は食通のメンバーと絶

品の熟成鮨を堪能してい

た。だが、メンバーの１人

が直後に死亡し、店が食

中毒を疑われる事態に…。

店主を救うため、亀助は持

ち前の味覚を駆使して、犯

人探しをはじめる。

『がいなもん 松浦武四郎一代』
河治 和香／著 （913.6 カワジ）

蝦夷地を６回にわたって踏

破し、多数のアイヌの地名

を記録。吉田松陰らの蝦

夷地アドバイザーを務め、

古稀記念に富士登山！

傑物にして奇人、“北海道

の名付け親”松浦武四郎

の生涯を描く。『きらら』連

載を加筆し単行本化。

『信じ合う支え合う』
三浦 綾子／著 三浦 光世／著

（914.6 ミウラ）

戦時下の教員時代の回想、

療養時代のエピソード、

折々の生活で気付いたこ

と…。１９９０年から１９９５

年まで、『北海道新聞』に

掲載した５７編のエッセイと、

綾子を支え続けた夫・三浦

光世のエッセイ１３編を収

録する。
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あいまいさを引きうけて　 清水　眞砂子 ｼﾐｽﾞ

老いのつれづれ記　 松田　清之 ﾏﾂﾀﾞ

帰ってきた日々ごはん　４ 高山　なおみ ﾀｶﾔ4

ラヴェルスタイン　 ソール・ベロー 933 ﾍﾞ

蜜蜂　 マヤ・ルンデ 949.63 ﾙ

アルペイオスの流れ　 ロジェ・カイヨワ 950.27 ｶ

孤独のワイン　 イレーヌ・ネミロフスキー953 ﾈ

あなたを愛してから　 デニス・ルヘイン 933 ﾚ

トルストイの肖像画　 レフ・トルストイ 980.2 ﾄ

ギリシャ・ラテン文学　 逸身　喜一郎 991 ｲ

ジョン・ル・カレ伝　上下 アダム・シズマン 930.27 ﾙ1、2

ソネット詩集　　 シェイクスピア 932 ｼ

モラルの話　 Ｊ．Ｍ．クッツェー 933 ｸ 大きな字でわかりやすいｉＰａｄ超入門　 L007.63 ﾘ
このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる　 Ｊ．Ｄ．サリンジャー 933 ｻ 宮本武蔵　３上下 ﾖｼｶ3-1、2

犯罪者　 ジム・トンプスン 933 ﾄ 宮本武蔵　４上下 ﾖｼｶ4-1、2

Ｌ　　大活字

Ｂ　　文　庫
９１５．６　　日記（黄色の枠線のラベル）

９１６　闘病記（からだナビ）

９　　外国文学

『ヴェネツィアの出版人』
ハビエル・アスペイティア／著 （963 ア）

活版印刷発明後のルネサ

ンス期、イタリック体を創出

し、持ち運び可能な小型の

書籍を開発し、初めて書籍

にノンブルを付与した改革

者、アルド・マヌツィオ。“最

初の出版人”である彼の生

涯を描いた長篇小説。

『贋作』
ドミニク・スミス／著 （933 ス）

１７世紀オランダ女流画家

の作品の贋作を制作し、心

ならずも絵画窃盗に加担し

てしまった女子画学生。４３

年後、彼女の前に贋作と真

作がそろって出現し…。歴

史に消えた女流画家が１枚

だけ残した絵とその贋作を

めぐる物語。

『作家がガンになって試みたこと』
高橋 三千綱／著 （916 タカハ1-34）

胃ガンが見つかった時、医

者の奨める手術を拒否し、

医療漂流が始まった。再生

医療、民間療法、先進医療

…。情報が錯綜する中で、

自らが納得できる治療法を

求め続けた著者が選んだ

道は－。『図書』連載に大

幅加筆して単行本化。

『フーテンのマハ』
原田 マハ／著 （B915.6 ハラダ）

食、陶器、絵画、鉄道など

目的はさまざま。敬愛する

寅さんにちなんで“フーテ

ン”を自認し、日本のみなら

ず世界中を飛び回る原田

マハの笑いあり、感動あり

の取材旅行エッセイ。『小

説すばる』連載に加筆・修

正。
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宮本武蔵　５下 ﾖｼｶ5-2

宮本武蔵　６上下 ﾖｼｶ6-1、2

司書のお仕事　 Y 013 ｵ

１３歳からの絵本ガイド　 Y 019 ｼﾞ

みちのきち私の一冊　 Y 019 ﾐ

高校生と考える希望のための教科書　　 Y 041 ｺ

知の古典は誘惑する　　 Y 104 ｺ
図解でわかる１４歳からの天皇と皇室入門　 Y 288 ｵ

不動産鑑定士の仕事図鑑　　 Y 366 ｾ

男女平等はどこまで進んだか Y 367 ﾀﾞ

性の多様性ってなんだろう？　　 Y 367 ﾜ

海外の高校＆大学へ行こう！　２０１９年度版 Y 376 ｶ

数学を嫌いにならないで（基本のおさらい篇） Y 410 ﾏ

数学を嫌いにならないで（文章題にいどむ篇） Y 410 ﾏ

部活でスキルアップ！演劇上達バイブル　 Y 771 ﾌﾞ ５分後に意外な結末ｅｘ 桃戸　ハル Y 913 ﾓ

配球の考え方と読み方　 Y 783 ｵ 　　（エメラルドに輝く風景）

クイズでおぼえるサッカールール　 Y 783 ｸ ５分後に意外な結末ｅｘ 桃戸　ハル Y 913 ﾓ

ネイティブが会話で１番よく使う英単語　 Y 834 ﾔ 　　（オレンジ色に燃える呪文）

つよく結べ、ポニーテール　　朝倉　宏景 Y 913 ｱ ピーターラビット　 Ｎ．カポニス Y 933 ｶ

キルプの軍団　　 大江　健三郎 Y 913 ｵ アラルエン戦記　１１　 ジョン・フラナガン Y 933 ﾌ11

もしも高校四年生があったら、 金沢　優 Y 913 ｶ ぼくを燃やす炎　 マイク・ライトウッド Y 963 ﾗ

　　英語を話せるようになるか　

ガラスの梨　 越水　利江子 Y 913 ｺ

放課後ひとり同盟　 小嶋　陽太郎 Y 913 ｺ

５億年後に意外な結末 菅原　そうた Y 913 ｽ

　　（ピグマリオンの銀色の彫刻）

満点レシピ　 須藤　靖貴 Y 913 ｽ

ドリーム・プロジェクト 濱野　京子 Y 913 ﾊ

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/

『ラスト・ホールド！』
松井 香奈／著 （Y913 マ）

廃部寸前のボルダリング

部の主将・岡島は、部活存

続のため新入部員を集め

ることに。必死の勧誘で６

人が入部したが、経験者

は１人だけ。ほかの５人は

クセのある初心者ばかりで

…。２０１８年５月公開の同

名映画のノベライズ。

『星ケ丘高校料理部

偏差値６８の目玉焼き』
樋口 直哉／著 （YB913 ヒ）

一夜にして消えた大量の

ワイン、誕生日に食べたハ

ンバーグの秘密－。廃部

寸前の料理部に入った皐

月は、同級生の藤野ちゃ

ん、謎な雰囲気の内海部

長とともに、不慣れな料理

と格闘しながら身のまわり

の事件を美味しく解決し…。

『昆虫戯画びっくり雑学事典』
丸山 宗利／文 じゅえき太郎／漫画

（Y486 マ）

クマバチは花の蜜をどろぼ

うする、カタツムリはコンク

リートも食べている、シロア

リの女王の寿命は３０年…。

えっ！ と驚き、クスッと笑

える、昆虫に関する雑学を

紹介する。
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