
　　　０　　総記・情報 電子出版学概論 023 ﾕ

パンデミック下の書店と教室 002 ｵ 日本の小さな本屋さん　続 024.1 ﾜ2

よくわかる最新量子技術の基本と仕組み 007.1 ﾜ 絶景本棚　２ 024.9 ｾﾞ2

はじめてのＡＩ 007.13 ﾂ 死刑廃止を考える（岩波ブックレット）　 081 ｲ1040

震災復興１０年の総点検（岩波ブックレット）　081 ｲ1041

　　１　　哲学・宗教
思考の教室 116 ﾄ

理性の構成 134.2 ｵ

賢さをつくる 141.5 ﾀ

　悲しみとともにどう生きるか 141.6 ｶ

許す練習 146.8 ｽ

「つい自分を後回しにしてしまう」が変わる本 146.8 ﾂ

自己責任という暴力 151.2 ｻ

勝間式ネオ・ライフハック１００ 159 ｶ

弘兼流「老春時代」を愉快に生きる 159.79 ﾋ

別れを癒す、３６５日のことば 159.8 ﾋ

バズる書き方 007.35 ﾅ

世界でいちばん簡単なＰｙｔｈｏｎプログラミングのｅ本 007.64 ｷ

ＩＴエンジニアがときめく自動化の魔法 007.64 ﾏ

図書館の新型コロナ対策ガイド 013 ﾖ

苦学と立身と図書館 016.21 ｲ

本のリストの本 019.04 ﾎ

本には読む順番がある 019.12 ｻ

わたしは読書ボランティア 019.2 ｼ

子どもを読書好きにするために親ができること 019.2 ｼ

小学校学年別知識読みもの２４０ 019.5 ﾌ

絵本専門士アナウンサーが教える心をはぐくむ読み聞かせ 019.53 ｽ

鎌田實の人生図書館 019.9 ｶ

本は３冊同時に読みなさい 019.9 ｻ

文庫本千秋楽 019.9 ﾂ
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『老いて、自由になる。』
平井 正修／著 （188.84 ヒ）

長生きも不安、死も不安。

残りの人生を笑顔で過ごす

ためには。東京・谷中の臨

済宗の寺、全生庵の住職

が、お釈迦様の最期の教

え「遺教経」を伝えながら、

「生きること」と「死ぬこと」

について考える。

『メディアシフト』
関口 ケント／著 （007.35 セ）

芸能人とＹｏｕＴｕｂｅｒの違い

は「認知度」か「人気度」か。

レガシーメディアとＹｏｕＴｕｂ

ｅの関係はどうなるのか。Ｙ

ｏｕＴｕｂｅチャンネルの名ク

リエイターが、広告業界も

含めたメディア業界の変革

と未来を描く。
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知っておきたい日本の宗教 162.1 ｲ 沖縄（ことりっぷ） 291.08 ｺ7-7

ヒンドゥー教１０講 168 ｱ ひとり酒、ひとり温泉、ひとり山 291.09 ﾂ

日本の神様の「家系図」 172 ﾄ 日本の絶景超完全版 291.09 ﾆ

姿とかたちの仏像事典 186.8 ｺ わがラストラン、北海道 291.1 ｱ

栄西 188.82 ﾅ 北海道のトリセツ 291.1 ﾎ

伊勢志摩（ハレ旅） 291.56 ｲ

　　２　　歴史・伝記・地理 岡山・倉敷　＇２１（まっぷるマガジン） 291.75 ｵ

「宗教」で読み解く世界史 209 ｳ 長崎・五島（Ｋａｎ　Ｋａｎ　Ｔｒｉｐ） 291.93 ｴ

草原の国キルギスで勇者になった男 292.96 ﾊ

デンマーク文化読本 293.89 ﾅ

デザインあふれる森の国フィンランドへ 293.89 ﾗ

アメリカ暮らしすぐに使える常識集 295.3 ｱ

極地絶景 297.8 ｷ

　　　　３　　社会科学・風俗・軍事
　※「ビジネスコーナー」の本は９頁に掲載しています

アラブは、美しい。 302.27 ｱ

ブロークン・ブリテンに聞け 302.33 ﾌﾞ

日本の論点（２０２１～２２） 304 ｵ

自由への手紙オードリー・タン 304 ｵ

今、アメリカで起きている本当のこと 304 ｿ

自分の頭で考える日本の論点 304 ﾃﾞ

日本のあかるいニュース 304 ﾆ

２０２１年日本はこうなる 304 ﾆ

文藝春秋オピニオン２０２１年の論点１００ 304 ﾌﾞ

何とかならない時代の幸福論 304 ﾌﾞ

ロッキード疑獄 312.1 ﾊ

人類前史　上、下 209.2 ﾊ1、2 ＲＡＧＥ 312.53 ｳ

ティムール以後　上、下 209.5 ﾀﾞ1、2 僕の大統領は黒人だった　上、下 312.53 ｺ1、2

地図とタイムラインで読む第２次世界大戦全史 209.74 ﾁ 民主主義の壊れ方 313.7 ﾗ

古田武彦・古代史コレクション　２７ 210.3 ﾌ27 プライバシーという権利 316.1 ﾐ

古代史の基礎知識 210.3 ﾖ

江戸問答 210.5 ﾀ

広島の原爆 210.75 ﾏ

実録昭和の大事件「中継現場」 210.76 ｸ

上杉鷹山 212.50 ｺ

ローマ史再考 232.8 ﾀ

史上最大の革命 234.07 ｹﾞ

ナチの妻たち 234.07 ﾜ

一冊でわかるロシア史 238 ｾ

バイキング 238.9 ﾌﾟ

日本の名将３６５日 281.04 ﾆ

推古天皇 288.41 ﾖ

渋沢栄一伝 289.1 ｼ

世界の絶景超完全版 290.93 ｾ

富良野・美瑛（ことりっぷ） 291.08 ｺ1-2

城崎温泉（ことりっぷ） 291.08 ｺ5-12

倉敷・尾道・瀬戸内の島（ことりっぷ） 291.08 ｺ6-3

有田・唐津（ことりっぷ） 291.08 ｺ7-2

『世界史』（209 ブ）

ジェレミー・ブラック／著

藤崎 衛／監訳 下田 明子／訳

人類の誕生、農業の始まり、

帝国の出現、産業革命、世

界を荒廃させた未曽有の

戦争…。先史時代から現代

まで、人類１０００万年の歴

史を３００点の写真とイラス

トでわかりやすく解説。世

界の歴史についてより理解

が深まる一冊。

『その虐殺は皆で

見なかったことにした』
舟越 美夏／著 （316.82 フ）

２０１６年、トルコでクルド人

数百人が地下に閉じ込め

られたすえに虐殺されたが、

国際社会はこれを黙認した。

絶望の叫び声を聞き取り、

それを搔き消した構造、大

国の思惑のなかで隠蔽さ

れた恐るべき残虐行為の

真実に迫る。
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ブラック・ライブズ・スタディーズ 316.85 ﾌﾞ 小学校にオンライン教育がやってきた！ 375.19 ｳ

ブラック霞が関 317.3 ｾ オンライン授業スタートブック 375.19 ｶ

百田尚樹の日本国憲法 323.14 ﾋ 小学校理科・生活科授業で使える科学あそび６０ 375.42 ｹﾞ

いちばんやさしい奥様のための相続のはなし 324.7 ｻ よくわかる子どもの健康と安全 376.14 ﾏ

倒産法入門 327.36 ｲ おはなしおばさんのおはなし春夏秋冬 376.15 ﾌ

ガザ、西岸地区、アンマン 329.36 ｲ 家庭と保育園・幼稚園で知っておきたい 378.5 ｶ

外国人住民の生活相談Ｑ＆Ａ 329.9 ｲ 吃音・チック・トゥレット症候群

ＮＥＯ　ＥＣＯＮＯＭＹ 330.4 ﾈ 独学大全 379.7 ﾄﾞ

新型コロナ・ショックとｗｉｔｈコロナ時代に向けて 332.10 ｼ 東大に入るお金と時間の使い方 379.9 ｻ

経済がわかる論点５０（２０２１） 332.10 ﾐ 自分でできる子に育つほめ方叱り方 379.9 ｼ

地域衰退 332.10 ﾐ 子どもをキッチンに入れよう！ 379.9 ﾌ

ドキュメント日銀漂流 338.3 ﾆ うんこの博物学 380.4 ﾃﾞ

あなたの確定申告（令和３年申告用） 345.33 ｱ 日本人にとって干支とは何か 382.1 ﾀ

いちばんわかりやすい確定申告の書き方（２１年版） 345.33 ｲ すぐわかる日本の装身具 383.3 ｽ

社会問題とは何か 360 ﾍﾞ 化粧の世界 383.5 ｴ

押井守のニッポン人って誰だ！？ 361.42 ｵ おいしい昆虫記 383.8 ｻ

縁食論 383.8 ﾌ

よくわかる児童文化 384.5 ｶ

夜ふけに読みたい神秘なアイルランドのおとぎ話 388.33 ﾖ

星野ルネのワンダフル・ワールド・ワーズ！ 388.8 ﾎ

　※「からだナビコーナー」の本は９～１０頁に掲載しています

禍いの科学 404 ｵ

次元のすべて 421 ｼﾞ

高校レベルからはじめる！ 421.5 ﾉ

やさしくわかる物理学のための数学

藤井旭の天文年鑑（２１年版） 440.59 ﾌ

すべての人に星空を 440.76 ﾀ

見えない宇宙の正体 443.9 ｽ

世界の気象現象 451 ﾌ

知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識（２１年版） 364.3 ｼ

最新医療保険・年金・介護保険のしくみ 364.4 ｻ

家づくりのすべてがスラスラわかる本（２０２１）365.3 ｲ

女ひとり、家を建てる 365.3 ﾂ

存在しない女たち 367.1 ｸ

非国民な女たち 367.21 ｲ

ひとりでやらない育児・介護のダブルケア 367.3 ｿ

在宅ひとり死のススメ 367.75 ｳ

ルポ西成 368.2 ｸ

よくわかる福祉社会学 369 ﾖ

Ｑ＆Ａ生活保護手帳の読み方・使い方 369.2 ﾖ

亡き妻に捧げるラブレター 369.31 ｻ

すぐ役に立つ！児童相談所のしごとＱ＆Ａ 369.43 ｼﾞ

部活動指導員ガイドブック 375.18 ﾌﾞ

４　　自然科学・医学

『日本に現れたオーロラの謎』
片岡 龍峰／著 （451.75 カ）

「日本書紀」に記された日

本最古の天文記録「赤気」

はオーロラだったのか？

鎌倉時代の「明月記」、江

戸時代の「星解」、昭和の

連続写真などから、日本

オーロラ史をひもとく。ＮＨ

Ｋのラジオ番組の内容を補

足し書籍化。

『操作される現実』（361.45 ウ）

サミュエル・ウーリー／著 小林 啓倫／訳

仮想空間での思想教育、

リアルな偽の映像・音声に

よる世論操作…。ＡＩや政治、

ソーシャルメディアを専門

とする研究者が、感覚を

ハックするデジタル時代が

もたらす新たな問題を分

析し、その解決策を模索

する。
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地球が燃えている 451.85 ｸ いちばんやさしいパースと背景画の描き方 525.18 ﾅ

里山の地衣類ハンドブック 474.9 ｻ ３０代夫婦が建てたナチュラルで明るい家 527 ｻ

野鳥の呼び名事典 488 ｵ 人生１００年の家づくり 527.1 ｼﾞ

生きがいに気づく、いい言葉 490.14 ﾋ しあわせを育てるＫｉｔｃｈｅｎ 527.3 ﾘ

コロナ時代を生きるヒント 490.15 ｶ すごいエスカレーター 528.5 ﾀ

花粉症と人類 493.14 ｺ ハイブリッド車の技術とその仕組み 537.25 ｲ

恐ろしい感染症からたくさんの命を救った 493.82 ｵ 必携ドローン活用ガイド（災害対応実践編） 538.6 ｳ

現代ワクチンの父の物語 基礎からわかる旅客機大百科 538.6 ｷ

感情を“毒”にしないコツ 498.3 ｵ ジェット戦闘機図鑑 538.7 ｼﾞ

極上の眠りに導く安眠ヨガ 498.34 ｱ はやぶさ２最強ミッションの真実 538.9 ﾂ

ストレスフリーになる休息のヨガ 498.34 ｻ

時短かんたんダイエット 498.58 ｳ

医者の「色着きごはん」 498.58 ｵ

赤ちゃんのための補完食入門 498.59 ｱ

トコトンやさしい電線・ケーブルの本 541.62 ﾌ

超カンタン！電子工作のはじめ方 549 ﾁ

＜つながり＞の戦後史 567.09 ﾂ

砂戦争 569.8 ｲ

コロナ危機の社会学感染したのはウイルスか、不安か 498.6 ﾆ 洗浄と殺菌のはなし 576.5 ｾ

“発達障害かもしれない人”とともに働くこと 498.8 ﾉ 身近なプラスチックがわかる 578.4 ﾆ

ＰＣＲの誕生 579.93 ﾗ

　　　５　　技術・工業 自分らしく、ひとりで暮らすということ 590 ｼﾞ

２０３０年 504 ﾃﾞ まさこ百景 590.4 ｲ

防衛技術の守り方 507.23 ｻ 家時間 590.4 ｳ

アンダーランド 510 ﾏ イチバン親切な手ぬいの教科書 593.3 ﾀ

昭和までの北海道道路史物語 514.09 ｳ 一枚の着物を無駄なく生かすきものリメイク 593.36 ｲ

超電導リニアの不都合な真実 516.86 ｶ おんなのこのよそいきドレス 593.36 ﾂ

やっぱり、このゴミは収集できません 518.54 ﾀ 頼りになる大人服 593.36 ﾅ

未来をつくる道具わたしたちのＳＤＧｓ 519 ｶ 着物がすっきり「片づく」本 593.8 ｷ

「環境の科学」が一冊でまるごとわかる 519 ｻ 柄で彩る畳縁の小もの 594 ｶﾞ

北海道建築物大図鑑 521 ﾓ 抱っこしたくなるあみぐるみワンコ 594.3 ｼ

民家を知る旅 521.86 ﾐ とびだせ！かぎ針編みの３Ｄパターンブック 594.3 ﾄ

日本展望タワー大全 523.1 ｶ 日常使いのかぎ針バッグ 594.3 ﾆ

世界の美しいお城と宮殿 523.3 ｾ シンプルベビーニット 594.3 ﾉ

『武漢支援日記』 （498.6 サ）

査 瓊芳／著 宋 春暁／訳

２０２０年１月２４日、上海

に住むひとりの女性医師

が新型コロナウイルス防

疫の最前線、ロックダウン

下の武漢に派遣された。

遠く離れた家族や同僚へ

の通信として綴られた、６８

日のドキュメント。

『「はやぶさ２」が舞い降りた日々』
的川 泰宣／著 （538.9 マ）

３億キロの彼方から小惑星

リュウグウのサンプルを持

ち帰る「はやぶさ２」。数々

の「世界初」の金字塔を打

ち立てた稀代の探査機の

哀歓の日々。その画期的

な技術とチームワークを見

つめながら追った宇宙日記

を書籍化。
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いちばんやさしい水引細工の手習い帖 594.9 ｵ 親子のきずなが深まるおむつなし育児 599.9 ﾐ

品よく可愛いが叶う大人のマスクメイクＢＯＯＫ 595.5 ｻﾞ

６５歳からのふたりごはんの愉しみ　 596 ｲ

東大卒、農家の右腕になる。 611.7 ｻ

知らなきゃ損する新農家の税金 611.83 ｼ

地図とデータで見る農業の世界ハンドブック 612.9 ｼ

野菜データの「見える化」 621.4 ﾏ

園芸道具の選び方・使い方「コツ」の科学 624 ｴ

ベリーの歴史 625.6 ｱ

デンドロビウム 627.57 ｴ

魅惑の蘭事典 627.57 ﾐ

家畜取引の知識 641.1 ｶ

猫と東大。 645.7 ﾈ

獣医師が考案した長生き猫ごはん 645.73 ﾊ

チンチラ飼育バイブル 645.8 ﾁ

手作りを楽しむ蜜ろう入門 646.9 ｱ

魚の疑問５０ 662.1 ﾀ

いつも鏡を見てる 685.5 ﾔ

空港の解体新書 687.9 ｸ

ＩＲ＜統合型リゾート＞がわかる厳選キーワード５００ 689.4 ﾀ

東京ディズニーシーパーフェクトガイドブック（２０２１） 689.5 ﾄ

東京ディズニーランド行くまえに！知っとくガイド（２０２１） 689.5 ﾄ

白崎茶会の癒しのスープ 596 ｼ

鍋おかず１００ 596 ｽ

伝説の家政婦沸騰ワード１０レシピ 596 ﾀ

檀流クッキング入門日記 596 ﾀﾞ

巣ごもりごはん便利帳 596 ﾁ

つくおきｔｈｅ　ＢＥＳＴ 596 ﾉ

世界一美味しい！やせつまみの本 596 ﾌ

大人かわいい飾り切り 596 ﾎ

気ぬけごはん　２ 596.04 ﾀ2

全集伝え継ぐ日本の家庭料理　４、５ 596.21 ｾﾞ4、5

全集伝え継ぐ日本の家庭料理　７、１２ 596.21 ｾﾞ7、12

全集伝え継ぐ日本の家庭料理　１４ 596.21 ｾﾞ14

台湾のお弁当 596.22 ﾀ

なんにも考えたくない日は 596.3 ｱ

スープかけごはんで、いいんじゃない？

ごちそう煮たまご 596.3 ﾐ

肉×野菜のそそる！おかず 596.33 ｲ
スーパーで買える「肉」を最高においしく食べる１００の方法 596.33 ｵ

魚屋だから考えた。クリトモのかんたん魚レシピ 596.35 ｸ

太らないスープ弁当＆夜遅スープ１０３レシピ 596.4 ﾌ

野菜たっぷり具だくさんの主役サンド１５０　 596.63 ｴ 旅する日曜美術館（北海道・東北・関東・甲信越・北陸） 702.15 ﾀ

毎日食べたい電子レンジの「もちふわ」パン 596.63 ﾀﾞ 旅する日曜美術館（東海・近畿・中国・四国・九州） 702.15 ﾀ

いちばんやさしい米粉のおやつ 596.65 ｲ

失敗なしで絶対おいしい！チーズケーキとチョコレートケーキ 596.65 ﾀ

ジンジャースイーツ 596.65 ﾜ

５０過ぎたら、住まいは安全、そうじは要領 597.9 ｵ

家事なんて適当でいい！ 599 ﾎﾞ

７　　芸術・スポーツ

６　　産業・交通・通信

『今日、これ買ってきた』
笠原 将弘／著 （596 カ）

鶏むね肉の焼き浸し、ぶ

りの酢照り焼き、ほうれ

ん草の信田巻き…。特売

で買えた食材をメインに、

少ない材料でつくれるレ

シピを多数紹介。素材の

目利きのポイントや保存

方法、扱い方のコツ、ア

レンジレシピなども掲載

する。

『希望の一滴』
中村 哲／著 （614.32 ナ）

治療よりも水と食料が必要

だ。１６００本の井戸を掘り、

６５万人の命を支える用水

路を建設した医師・中村哲

の活動を、彼の言葉と数々

の写真で振り返る。『西日

本新聞』『ペシャワール会

報』ほか掲載を書籍化。
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イルカも泳ぐわい。 779.14 ｶ

明石家さんまヒストリー　１ 779.9 ｴ1

運命の絵 723 ﾅ 栄養満点！強い体をつくる！ 780.19 ﾊ

フジモトマサル傑作集 726.1 ﾌ はるはるママのスポーツごはん

釣りキチ三平の夢 726.10 ﾔ 「弱さ」を「強さ」に変えるポジティブラーニング 780.21 ﾏ

金箔のコウモリ 726.6 ｺﾞ 女の答えはピッチにある 783.47 ｷ

賞状の書き方 728 ﾏ 甲辞園 783.7 ｺ

誰もいわなかったゴルフの基本 783.8 ﾅ

スキーオフトレ実践バイブル 784.3 ｽ

ういてまて 785.2 ｻ

週末ライト・サバイバルのすすめ 786 ｶ

ソロ登山の知恵 786.1 ｿ

６０歳からが楽しい自転車趣味人 786.5 ﾛ

忘れじの外国人レスラー伝 788.2 ｻ

イラストマニュアル・はじめてのレーシングカート 788.7 ｷ

一人で強くなる囲碁入門 795 ｲ

６０分でわかる！ｅスポーツ最前線 798.5 ﾛ

出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記 801.7 ﾐ

ＤＶＤでよくわかる基本の手話すぐに使える会話と表現 801.92 ﾃﾞ

言霊と日本語 810.23 ｺ

山口仲美著作集　６～８ 810.8 ﾔ6～8

西洋文学にみる異類婚姻譚 902.09 ｾ

ハルニレ 748 ｳ ＮＨＫラジオ深夜便文豪通信 910.26 ﾅ

祝！結婚した 748 ﾊ 文豪の死に様　 910.26 ﾓ

永遠のソール・ライター 748 ﾗ

新標準・欧文タイポグラフィ入門 749.12 ｼ

手織りの組織図事典 753.3 ﾋ

３色だけでセンスのいい色 757.3 ｲ

色の楽しみ 757.3 ｲ

クロマトピア 757.3 ｺ

名作椅子の解体新書 758 ﾆ

和家具の世界 758.02 ｺ

世界のスノードーム図鑑 759 ｶ

Ｔｈｅ　Ａｒｔ　ｏｆめーちっさい 759.08 ﾒ

全国厄除け郷土玩具 759.9 ﾅ

やがて鐘（カンパネラ）は鳴る 762.38 ﾍ

楽譜が読めなくてもミュージックベルが演奏できる本 763.86 ﾀ
ＤＶＤで完全解説！自宅でできる小声ボイス・トレーニング 767.1 ﾀ

日本の流行歌 767.8 ｱ

歌謡曲のすべて　下（２０２１年度改訂版） 767.8 ｶ2

やさしい三味線講座 768.11 ﾁ

桜庭一樹のシネマ桜吹雪 778.2 ｻ

日本アニメ誕生 778.77 ﾄ

新作らくごの舞台裏 779.13 ｵ 谷崎潤一郎を知っていますか 910.268 ﾀ

まくらが来りて笛を吹く 779.13 ｼ 地図で読む松本清張 910.268 ﾏ

８　　言　語　

９　　文学史・詩・短歌・全集

『魂の邂逅』
米本 浩二／著 （910.268 イ）

作家・石牟礼道子と、その

全活動を支えた編集者・渡

辺京二。ふたりの半世紀に

わたる共闘と愛を、秘めら

れた日記や書簡、発言から

跡づける。『新潮』連載を改

稿し、書下ろしを加え単行

本化。

『Ｌｏｏｋ ａｔ ｍｅ！』
井上 浩輝／著 （748 イ）

草原を転がって遊ぶキタキ

ツネの子ども。巣穴から大

きな瞳でじっと見つめるエ

ゾモモンガ、雪化粧の森で

肩を寄せ合うエゾフクロウ。

北海道で追い続けた動物

たちの、一度目にしたら忘

れられない珠玉の一瞬を詰

め込んだ写真集。
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和歌文学大系　４６ 911.10 ﾜ46 天を測る 今野　敏 ｺﾝﾉ

寂しき骨 911.16 ｲ 花は散っても 坂井　希久子 ｻｶｲ

移動図書館の子供たち 918.6 ｲ いつの空にも星が出ていた 佐藤　多佳子 ｻﾄｳ

自転車に乗って 918.6 ｼﾞ 元彼の遺言状 新川　帆立 ｼﾝｶ

Ｓｅｖｅｎ　Ｓｔｏｒｉｅｓ 糸井　重里ほか ｾﾌﾞﾝ

阿修羅草紙 武内　涼 ﾀｹｳ

みがわり 青山　七恵 ｱｵﾔ 完全犯罪の恋 田中　慎弥 ﾀﾅｶ

白蟻女 赤松　利市 ｱｶﾏ あとを継ぐひと 田中　兆子 ﾀﾅｶ

風致の島 赤松　利市 ｱｶﾏ おとぎカンパニー（妖怪編） 田丸　雅智 ﾀﾏﾙ

バイター 五十嵐　貴久 ｲｶﾞﾗ コーチ 堂場　瞬一 ﾄﾞｳﾊﾞ

いとまの雪　上、下 伊集院　静 ｲｼﾞﾕ1、2 エール　下 中川　千英子 ﾅｶｶﾞ2

夢七日 いとう　せいこう ｲﾄｳ 境界線 中山　七里 ﾅｶﾔ

壺の中にはなにもない 戌井　昭人 ｲﾇｲ 我、過てり 仁木　英之 ﾆｷ

愚か者（フリムン）の島 乾　緑郎 ｲﾇｲ 十津川警部雪と戦う 西村　京太郎 ﾆｼﾑ

ファーブル君の妖精図鑑 井上　雅彦 ｲﾉｳ 月と私と甘い寓話（スイーツ） 野村　美月 ﾉﾑﾗ

ヘーゼルの密書 上田　早夕里 ｳｴﾀﾞ 旅する練習 乗代　雄介 ﾉﾘｼ

メイド・イン京都 藤岡　陽子 ﾌｼﾞｵ

小説 増田　みず子 ﾏｽﾀﾞ

ふたりでちょうど２００％ 町屋　良平 ﾏﾁﾔ

零から０へ まはら　三桃 ﾏﾊﾗ

おたがいさま（れんげ荘物語） 群　ようこ ﾑﾚ5

しのぶ恋 諸田　玲子 ﾓﾛﾀ

アンブレイカブル 柳　広司 ﾔﾅｷﾞ

新宿特別区警察署Ｌの捜査官 吉川　英梨 ﾖｼｶ

憂き夜に花を 吉川　永青 ﾖｼｶ

ぐっどいゔにんぐ 吉田　篤弘 ﾖｼﾀﾞ

ぴりりと可楽！ 吉森　大祐 ﾖｼﾓ

終電の神様　２、３ 阿川　大樹 ｱｶﾞﾜ2、3

誰？ 明野　照葉 ｱｹﾉ

影に対して 遠藤　周作 ｴﾝﾄﾞ

コロナと潜水服 奥田　英朗 ｵｸﾀﾞ

水葬 鏑木　蓮 ｶﾌﾞﾗ

悪魔を殺した男 神永　学 ｶﾐﾅ

仕事で大切なことはすべて 川上　徹也 ｶﾜｶ

尼崎の小さな本屋で学んだ

ニッポンチ！ 河治　和香 ｶﾜｼﾞ

小麦の法廷 木内　一裕 ｷｳﾁ

浅草迄 北野　武 ｷﾀﾉ

不良 北野　武 ｷﾀﾉ

ははのれんあい 窪　美澄 ｸﾎﾞ

月下美人を待つ庭で 倉知　淳 ｸﾗﾁ

かきがら 小池　昌代 ｺｲｹ

ラストは初めから決まっていた 小手鞠　るい ｺﾃﾞﾏ

９１３．６　　小説（赤色の枠線のラベル）

Ｂ　　文　庫

『羊は安らかに草を食み』
宇佐美 まこと／著 （913.6 ウサミ）

認知症を患い、日ごと記

憶が失われてゆく老女に

は、それでも消せない「秘

密の絆」があった。８６年

の人生を遡る最後の旅が、

図らずも浮かび上がらせ

る壮絶な真実とは。

『１日１０分のぜいたく』
あさの あつこ・いしい しんじ・小川 糸・

小池 真理子・沢木 耕太郎・重松 清・

高田 郁・山内 マリコ／著（913.68 イチニ）

全世界で聴かれている

NHK WORLD-JAPANのラジ

オ番組で、17の言語に翻

訳して朗読された作品のな

かから、あさのあつこ「みど

り色の記憶」、小川糸

「バーバのかき氷」など、人

気作家8名の短編を収録。
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お局美智　極秘調査は有給休暇で 明日乃 ｱｽﾉ 終の暮らし 曽野　綾子 ｿﾉ

幻影の戦（水使いの森） 庵野　ゆき ｱﾝﾉ2 いいかげん、馬鹿 中野　翠 ﾅｶﾉ

桃太郎姫望郷はるか 井川　香四郎 ｲｶﾜ 自分と他人の許し方、あるいは愛し方 三砂　ちづる ﾐｻｺﾞ

大河の剣　１ 稲葉　稔 ｲﾅﾊﾞ1 村井さんちの生活 村井　理子 ﾑﾗｲ

浪人奉行　９ノ巻 稲葉　稔 ｲﾅﾊﾞ9 たべる生活 群　ようこ ﾑﾚ

日雇い浪人生活録　１０ 上田　秀人 ｳｴﾀﾞ10 相談の森 燃え殻 ﾓｴｶﾞ

夜の声を聴く 宇佐美　まこと ｳｻﾐ 路上のポルトレ 森　まゆみ ﾓﾘ
祇園白川小堀商店いのちのレシピ 柏井　壽 ｶｼﾜ

本日はどうされました？ 加藤　元 ｶﾄｳ

汝（きみ）よさらば　４ 門田　泰明 ｶﾄﾞﾀ4 私とあなたのあいだ 温　又柔 ｵﾝ

肉弾 河崎　秋子 ｶﾜｻ

遊戯神通伊藤若冲 河治　和香 ｶﾜｼﾞ

弁当屋さんのおもてなし　７ 喜多　みどり ｷﾀ7 工学部ヒラノ教授の 今野　浩 ｺﾝﾉ

ぬくもり湯やっこ 澤見　彰 ｻﾜﾐ ウィーン独り暮らしの報酬

桜小町　宮中の花 篠　綾子 ｼﾉ

迷い熊繫ぐ（長屋道場騒動記） 芝村　凉也 ｼﾊﾞﾑ7

送り火 高橋　弘希 ﾀｶﾊ いつかたこぶねになる日 小津　夜景 921 ｵ

文豪宮本武蔵 田中　啓文 ﾀﾅｶ １９８４年に生まれて 郝　景芳 923 ﾊ
空白の家族（警視庁犯罪被害者支援課） 堂場　瞬一 ﾄﾞｳﾊﾞ7 新釈漢文大系　詩人編１ 928 ｼ1

ドクターＭ 海堂　尊ほか ﾄﾞｸﾀ バグダードのフランケンシュタイン アフマド・ 929.76 ｻ

斬鬼たち（八丁堀「鬼彦組」激闘篇） 鳥羽　亮 ﾄﾊﾞ8 サアダーウィー

７人の名探偵 綾辻　行人ほか ﾅﾅﾆ 千一夜物語　ガラン版　１～３ 929.76 ｾ1～3

脳科学捜査官真田夏希　５、６ 鳴神　響一 ﾅﾙｶ5、6 インド神話物語ラーマーヤナ　上、下 デーヴァダッタ・ 929.88 ﾊﾟ1、2

２５の短編小説 ﾆｼﾞﾕ パトナーヤク

喋る男 樋口　卓治 ﾋｸﾞﾁ 獄中シェイクスピア劇団 マーガレット・アトウッド 933 ｱ

ある晴れた日に、墓じまい 堀川　アサコ ﾎﾘｶ いかさま師ノリス クリストファー・ 933 ｲ

イシャウッド

眠れる美女たち　上、下 スティーヴン・キング 933 ｷ1、2

きみと息をするたびに ニコラス・スパークス 933 ｽ

ラスト・タイクーン Ｆ．スコット・ 933 ﾌ
フィッツジェラルド

　

男の業の物語　 石原　慎太郎 ｲｼﾊ

父と子の絆 島田　潤一郎 ｼﾏﾀﾞ

９１４．６　　エッセイ（灰色の枠線のラベル）

９１５．６　　日記（黄色の枠線のラベル）

９１６　　記録・手記（緑色の枠線のラベル）

９　　外国文学

『マイ・シスター、シリアルキラー』
オインカン・ブレイスウェイト／著

粟飯原 文子／訳 （933 ブ）

ナイジェリアの大都市ラゴ

スに母と妹とともに暮らす

看護師コレデ。彼女は妹

が犯す殺人に悩まされて

いた。コレデは妹を守るた

め犯行の隠蔽を続ける一

方で、昏睡状態の患者に

心中を打ち明ける日々を

送っていたが…。

『見果てぬ花』
浅田 次郎／著 （914.6 アサダ）

そう。旅は人生なのである。

京都で遭遇した不思議な

面々を描く表題作、北海道

の名湯での驚きの体験を

綴った「忘れじの宿」など、

全４１篇を収録する。ＪＡＬグ

ループ機内誌『ＳＫＹＷＡＲ

Ｄ』掲載を加筆修正して単行

本化。
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ニッケル・ボーイズ コルソン・ 933 ﾎ 「３０秒で伝える」全技術 336.49 ｷ

ホワイトヘッド エバンジェリストの教科書 336.49 ﾆ

ボブが遺してくれた最高のギフト ジェームズ・ボーエン 936 ﾎﾞ 簿記の教科書１年生 336.91 ﾎﾞ

同意 ヴァネッサ・ 956 ｽ ようこそ！フリーランス１年生 345 ｶ

スプリンゴラ ぶっちゃけ知らないと損する税金と領収書の教科書

桜の園 アントン・チェーホフ 982 ﾁ フリーランスを代表して申告と節税について教わってきました。 345.1 ｷ

図解でわかる労働者派遣いちばん最初に読む本 366.14 ｻ

“５０代”になって早期退職を考えたら読む本 366.2 ﾌ

図書室の怪 マイケル・ 933 ｸ 専業禁止！！ 366.29 ｼ
ドズワース・クック 副業力 366.29 ｿ

復讐の大地　上、下 トム・クランシー 933 ｸ1、2 女性３０代からの「複業」生活のすすめ 366.29 ﾔ

汚名　上、下 マイクル・コナリー 933 ｺ1、2 労働安全衛生とハラスメント 366.34 ﾛ

素晴らしき世界　上、下 マイクル・コナリー 933 ｺ1、2 イノベーターはあなたの中にいる 601.1 ｻ

その裁きは死 アンソニー・ 933 ﾎ 文章の問題地図 670.91 ｳ

ホロヴィッツ 本当に役立つ英文ビジネスＥメール 670.93 ｼ

苦悩する男　上、下 ヘニング・マンケル 949.83 ﾏ1、2 インサイドセールス 673.3 ｼ

最新コンビニ業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 673.86 ﾋ

行列ができるお店・人・仕組みづくり 673.97 ｻ

コトＰＯＰを書いたらあっ、売れちゃった！ 674.53 ﾔ

リスティング広告のやさしい教科書。 674.6 ｻ

ヨーロッパの看板図鑑 674.8 ｳ

アフターコロナのマーケティング戦略 675 ｱ

ＹｏｕＴｕｂｅでビジネスを伸ばす動画の成功法則 675 ｷ

ブランディングデザインの教科書 675 ﾆ

あなたを守るかむリズム 491.34 ｺ

脳寿命を延ばす　認知症にならない１８の方法 491.37 ｱ

医者は患者の何をみているか 492.1 ｸ

甲状腺の病気 493.49 ｺ

関節リウマチ 493.63 ｶ

いちばんやさしい音声配信ビジネスの教本 007.35 ﾔ

しょぼい起業で生きていく（持続発展編） 335 ｴ

知識経験ゼロからのフリーランス働き方相談所 335 ｵ

ルール・チェンジ 335 ﾙ
ＳＤＧｓの考え方と取り組みがこれ１冊でしっかりわかる教科書 335.15 ﾊﾞ
世界のトップ企業５０はＡＩをどのように活用しているか？ 335.2 ﾏ

ＴＲＡＣＴＩＯＮ 335.35 ｳ

働き方シフト 336 ﾌ

図解不祥事の社内調査がわかる本 336 ﾌﾟ
最新目標管理フレームワークＯＫＲの基本と実践がよ～くわかる本 336 ﾘ

この一冊で全部わかるビジネスモデル 336.1 ｺ
テレワーク環境でも成果を出すチームコミュニケーションの教科書 336.4 ｲ

人事・労務の仕事便利帳 336.4 ﾀ

「ビジネス」コーナー

「からだナビ」コーナー

Ｂ　　文　庫

『巻込力』 （159.4 コ）

越川 慎司／著

周囲に影響を与えながら、

周囲と協同することで結果

をだすことができる「巻込

力」に必要な業務スキルと

コミュニケーションスキルを

紹介する。巻込力に必要な

心構え、巻込力を最大限に

発揮するコツも伝える。

『空気を読みすぎる子どもたち』
古荘 純一／監修 （493.93 ク）

いつも自分より空気を大事

にしつづけていると、自己

肯定感は育たない。不安症

やうつ病など、心の病にな

ることも少なくない。空気を

読みすぎる子どもたちの心

の根底になにがあるのかを

考え、今できることを紹介す

る。

NO

IMAGE

NO

IMAGE
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イラストでわかるせん妄・認知症ケア 493.73 ｶ パイロットの一日 Y 538 ｳ

認知症グレーゾーン 493.75 ｱ かわいくておいしい！スイーツレシピ（チョコレートのお菓子） Y 596 ｵ

「うちの家族、認知症？」と思ったら読む本 493.75 ﾅ まいにちおやつ Y 596 ﾅ

大人の発達障害＜ＡＳＤ・ＡＤＨＤ＞シーン別解決ブック 493.76 ｼ 見るだけでうまくなる！ラグビーの基礎 Y 783 ﾅ

発達障害チェックノート 493.76 ﾌ １４歳からの文章術 Y 816 ｺ

ゲーム・スマホ依存から子どもを守る本 493.93 ﾋ １３歳からの読解力 Y 817 ﾔ

もっとやさしいコグトレ 493.93 ﾓ 高校生からの韓国語入門 Y 829 ｲ

図解でよくわかる坐骨神経痛 494.66 ｻ

ウルトラ図解尿路結石症 494.92 ｳ

女性ホルモンが整うオトナ女子の睡眠ノート 498.36 ﾂ

新型コロナ自宅療養完全マニュアル 498.6 ｵ

レスキューナースが教える新型コロナ×防災マニュアル 498.6 ﾂ

コロナとがん 498.6 ﾅ

新型コロナ７つの謎 498.6 ﾐ

麒麟模様の馬を見た 493.75 ﾐ4-1

〔帯広〕とかちジュニア文芸　第１１号 Y 910 ｼﾞ11

雨のち、シュークリーム 天音　美里 Y 913 ｱ

あの日見た花の名前を 岡田　麿里 Y 913 ｵ1、2

僕達はまだ知らない。　上、下

美爆音！ぼくらの青春シンフォニー オザワ部長 Y 913 ｵ
とある魔術の禁書目録（インデックス） 鎌池　和馬 Y 913 ｶ1

外典書庫　１

ソードアート・オンライン　２５ 川原　礫 Y 913 ｶ25

５分後に美味しいラスト Y 913 ｺﾞ

５分後に不思議の国のラスト Y 913 ｺﾞ

秘密のチョコレート 今野　緒雪ほか Y 913 ﾋ

１３歳のきみと、戦国時代の「戦」の話をしよう。 Y 210 ﾎﾞ こちらパーティー編集部っ！　１０～１４ 深海　ゆずは Y 913 ﾌ10～14

ニュース解説室へようこそ！（２０２０－２１） Y 310 ﾆ 高校事変　９ 松岡　圭祐 Y 913 ﾏ9

地方を生きる Y 318 ｺ 紅霞後宮物語　第１２幕 雪村　花菜 Y 913 ﾕ12

紛争解決ってなんだろう Y 319 ｼ

憲法の子 Y 323 ﾅ

値段がわかれば社会がわかる Y 331 ﾄ いいかげんでもできる野菜づくり　１～１７ D 626 ﾓ1～17
学校では教えてくれない稼ぐ力の身につけ方 Y 335 ｵ

女の子はどう生きるか Y 367 ｳ

１０代の＜性の悩み＞白書 Y 367 ｼ

ＳＤＧｓ時代の国際協力 Y 372 ｴ

不登校・中退生のための進路相談室（２０２１） Y 376 ﾌ

科学者になりたい君へ Y 407 ｻ

高校生・化学宣言　ＰＡＲＴ１３ Y 430 ｺ13

Ｄ　　ＤＶＤ

Ｙ　　ヤングアダルト

「闘病記」コーナー

〒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/

『平安男子の元気な！生活』
川村 裕子／著 （Y 910 カ）

まったりと優雅なイメージ

がある、平安貴族の男子

たち。じつはハードワーク

な元祖ビジネスパーソン

だった！？ 意外とアク

ティブな、千年前の男子

たちの生活エピソード集。『猫だましい』
ハルノ 宵子／著 （ﾊﾙﾉ1-60）

乳がん、大腿骨骨折によ

る人工股関節、大腸がん

…。一筋縄ではいかない

自身の闘病と、両親の介

護と看取り、数多の猫や

大切な人との出会いと別

れをユーモラスに綴る。

『小説幻冬』連載を単行

本化。
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IMAGE

NO

IMAGE
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