
　　　０　　総記・情報 　　２　　歴史・伝記・地理
ゆっくり学ぶ 002 ｷ 進化を超える進化 204 ﾋﾞ

Ｆａｃｅｂｏｏｋフェイスブック基本＆便利技 007.35 ﾘ 岩波講座世界歴史　０９ 209 ｲ9

はじめてのＷｏｒｄ　＆　Ｅｘｃｅｌ　２０２１ 007.63 ﾊ 日本の古代豪族１００ 210.3 ﾐ

問題解決のための「アルゴリズム×数学」が 007.64 ﾖ

基礎からしっかり身につく本　

公立図書館における電子図書館サービスの現状　 016.21 ﾖ

やさしい大学図書館員のサバイバルイングリッシュ　 017.7 ﾔ

国際報道を問いなおす 070.4 ｽ

朝日新聞政治部　 070.67 ｻ

ブルーカーボンとは何か（岩波ブックレット）　 081ｲ1067

危機の中の学問の自由（岩波ブックレット）　　 081ｲ1068

　　１　　哲学・宗教
幸せになる超ライフハック 146.8 ｶ

東京の怖い街 147 ﾄ

＜記憶の継承＞ミュージアムガイド 210.6 ｷ

日ソ戦争　南樺太・千島の攻防 210.75 ﾄ
地図と写真でみる半藤一利「昭和史戦後篇１９４５－１９８９」 210.76 ﾁ

断面 211.06 ﾎ

略奪の帝国　上、下 225.05 ﾀﾞ1、2

スコットランド全史 233.2 ｻ

ナチ・ドイツ最後の８日間　 234.07 ｳ

ＮＯ　ＳＩＧＮＡＬ 280.4 ﾎﾟ

偉人メシ伝 280.4 ﾏ

図説戦国里見氏 288.3 ﾀ

名画で読み解くイギリス王家１２の物語　 288.49 ﾅ

幣原喜重郎 289.1 ｼ

老いの品格 159.79 ﾜ ナオミのカフェ 289.1 ｼ

すごい神話 164 ｵ 遠山景晋 289.1 ﾄ

　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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『限りある時間の使い方』
オリバー・バークマン／著 高橋 璃子／訳

（159 バ）

人生は「４０００週間」。この

限られた時間をどう過ごす

か？いわゆるタイムマネジメ

ント術ではなく、もっと重要で

充実した時間の過ごし方を

提案する。

『古代の人・ひと・ヒト』
三宅 和朗／著 （210.3 ミ）

戸籍・計帳からは窺えない

有名無名の人々の世界。

「日本霊異記」などを手が

かりに、人名、障害や病気、

身長、顔まで、個性ある一

人一人と向き合いつつ、古

代の人々の心のうちを解

明する。
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西村茂樹 289.1 ﾆ

もう戻るまいと決めた旅なのに 289.3 ｱ

創造られたヒロイン、ナイチンゲールの虚像と実像 289.3 ﾅ

世界の廃墟島 290.87 ﾏ

読みたくなる「地図」（地方都市編１） 291 ﾋ

富良野　美瑛（ココミル） 291.08 ｺ1-3

十和田　奥入瀬（ココミル） 291.08 ｺ2-2

秩父　長瀞（ココミル） 291.08 ｺ3-6

松本　安曇野（ココミル） 291.08 ｺ4-8

富山（ココミル） 291.08 ｺ4-9

滋賀　びわ湖（ココミル） 291.08 ｺ5-6

仙台（ことりっぷ） 291.08 ｺ2-5

和歌山（ことりっぷ） 291.08 ｺ5-9

山口・萩・下関（ことりっぷ） 291.08 ｺ6-5

屋久島・鹿児島・霧島（ことりっぷ） 291.08 ｺ7-6

中央分水嶺を旅する 291.09 ｸ

青春１８きっぷパーフェクトガイド　２０２２－２０２３ 291.09 ﾀ

栃木（まっぷるマガジン） 291.32 ﾄ

山陰（まっぷるマガジン） 291.71 ｻ 新疆ウイグル自治区 316.82 ｸ

るるぶ岡山倉敷蒜山＇２３　 291.75 ﾙ 独裁者プーチンはなぜ暴挙に走ったか 319.38 ｲ

るるぶ山口萩下関＇２３　 291.77 ﾙ 第三次世界大戦はもう始まっている 319.38 ﾄ

種子島（地球の歩き方島旅） 291.97 ﾀ 世界の憲法・日本の憲法 323.01 ｾ

自衛隊と憲法 323.14 ｷ

　　　　３　　社会科学・風俗・軍事 成年後見実務マニュアル 324.65 ｾ
相続の諸手続きと届出がすべてわかる本　＇２２～＇２３年版 324.7 ｿ

現代ホンジュラスを知るための５５章 302.57 ﾅ 基礎から学ぶ商法　 325 ｷ

ウルグアイを知るための６０章 302.64 ﾔ 欧州評議会入門 329.37 ｻ

私がつかんだコモンと民主主義 309 ｷ 経済指標読み方がわかる事典 331.19 ﾓ

ＳＤＧｓとは何か？　続 333.8 ｱ2

南洋の日本人町 334.42 ｵ

資源カオスと脱炭素危機 334.7 ﾔ
「説明が上手い人」がやっていることを１冊にまとめてみた　 336.49 ﾍﾟ

相続と贈与がわかる本　＇２２～＇２３年版 345.53 ｿ

頭手心 361.8 ｸﾞ
部落の私たちがリモートで好き勝手にしゃべってみた。　 361.86 ﾌﾞ

お気軽移住のライフハック１００　 365 ｳ

９０歳になっても、楽しく生きる　 367.7 ﾋ

逃げるが勝ち 368.6 ﾀ

ポルノ被害の声を聞く 368.64 ﾎﾟ

わたし生活保護を受けられますか 369.2 ﾐ

自治体が直面する高齢者身元保証問題の突破口 369.26 ｻ

世界を手で見る、耳で見る 369.27 ﾎ

対話から始める脱！強度行動障害　 369.28 ﾀ

今日から始める本気の食料備蓄 369.3 ﾀ

コロナ禍で障害のある子をもつ親たちが体験していること　 369.49 ｺ

子どもが心配 370.4 ﾖ

２２世紀の民主主義 311.7 ﾅ もらえる！借りる！奨学金の完全活用ガイド 373.4 ｸ

社会人として必要な経済と政治のことが５時間でざっと学べる 312.1 ｲ 定年後にもう一度大学生になる 377.9 ﾀ

枢密院 312.1 ﾓ 世界の地元メシ図鑑 383.8 ｾ

　※「ビジネスコーナー」の本は６～７頁に掲載しています

『あなたのルーツを教えて下さい』
安田 菜津紀／文・写真 （316.81 ヤ）

なぜ父は自身のルーツを

隠してきたのか。なぜ「と

もに」を目指し続けるのか。

日本社会に存在する「分

断」と、それと向き合い、

自分なりの声をあげようと

してきた人たちを、ルーツ

と共に紹介する。

『戦士たちの記録』
重信 房子／著 （309.31 シ）

リッダ闘争から５０年、２０２

２年５月満期出所。堪えて、

捧げて、闘った。７７歳にな

る革命家・重信房子が、中

東での日々や世界革命の

夢、混乱下にある全世界に

向けた静かな叫びを綴る。
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食の道具大全 383.88 ﾏ 地球温暖化で人類は絶滅しない 519 ｼ

日本水引 385.97 ﾅ 気候民主主義 519 ﾐ

モルドヴァ民話　 388.38 ﾎﾞ 希望の教室　 519.04 ｷ

いちからわかる廃棄物処理法 519.7 ｻ

＆ｈｏｍｅ　ｖｏｌ．７３ 527 ｱ73

科学名著図鑑 404 ｶ
「ネコひねり問題」を超一流の科学者たちが全力で考えてみた 404 ｸﾞ

極限大地 450.97 ｸﾞ

地球温暖化はなぜ起こるのか 451.85 ﾏ

土砂災害の疑問５５ 455.89 ﾄﾞ

生命の大進化４０億年史 457 ﾂ

化石の復元、承ります。 457.8 ｶ

こっそり楽しむうんこ化石の世界 457.8 ﾂ 「からだナビ」コーナー
採集と見分け方がバッチリわかるアンモナイト図鑑 457.84 ﾓ

新・恐竜骨格図集　 457.87 ｼﾞ

生物を分けると世界が分かる 461 ｵ

身近な雑草の芽生えハンドブック　１、２　 471.3 ｱ1、2

田んぼや水辺でみられる植物の芽生えハンドブック　 471.74 ｱ

変形菌 473.3 ﾍ

動物の体色がわかる図鑑 481.1 ﾄﾞ

図説世界の吸血動物 481.9 ｽﾞ

リノベの心配ごとが全部なくなる本 527 ﾆ

好きな間取りが絶対見つかる図鑑 527.1 ｿ

日本の台所一〇〇年 527.3 ﾆ

トヨタ「家元組織」革命 537.06 ｱ

地域新電力 540.92 ｲ

元素のふるさと図鑑　 560 ﾆ

バイオマスプラスチック 578.4 ﾊﾞ

フードデザイン 588 ｵ
７１歳、年金月５万円、あるもので工夫する楽しい節約生活　 590.4 ｼ
一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください！ 591 ｲ

ステキを作る６０代からのソーイング　ｖｏｌ．９　 593.36 ｽ9
あそべる！まなべる！フェルトのおままごとと知育おもちゃ　 594 ｱ

かんたんかわいいあみぐるみ 594.3 ﾐ

「酢」のレシピ 596 ｱ

カレー、スープ、煮込み。うまさ格上げおうちごはん革命 596 ｲ

ＮＨＫ連続テレビ小説ちむどんどんレシピブック 596 ｴ

駅ビルご当地グルメ大百科 596 ｴ

人はどう死ぬのか 490.15 ｸ たっきーママの作りおき神副菜 596 ｵ

１００年足腰 498.3 ﾀ こどもオレンジページ　Ｎｏ４ 596 ｺ4

運動未満で体はととのう 498.3 ﾅ 宇宙一ずぼら絶品めし 596ﾀﾞ

パンデミックなき未来へ 498.6 ｹﾞ 今日のごはん、これに決まり！　 596ﾐ

薬学博士が教える手づくり野草茶レシピ 499.87 ﾅ Ｍｉｚｕｋｉのレシピノート決定版！５００品

７４歳、横山タカ子の体にいいごはん 596 ﾖ

　　　５　　技術・工業 料理家・ワタナベマキ 596 ﾘ

災害とトイレ 518.51 ｻ バズレシピ（史上最強の瘦せめし編）　 596 ﾘ

世界のＳＤＧｓスマートシティ 518.8 ｸﾞ 冷凍保存＆解凍テク 596 ﾚ

４　　自然科学・医学
　※「からだナビコーナー」の本は７頁に掲載しています

『図解リノベーション大百科』
（527 ズ）

ライフスタイルに合った間

取りにしたい、収納を充実

させたい、家事が楽になる

キッチンにしたい…。２７人

の建築家の住まいのリノ

ベーションのアイデアを、ビ

フォー・アフターの設計図

や写真とともに紹介する。

『虫のオスとメス、

見分けられますか？』
森上 信夫／著 （486.1 モ）

タマムシ、カマキリ、ナナホ

シテントウ…。虫のオスとメ

スの写真を並べて掲載し、

識別のポイントを示す。必

要に応じて特定の部位の

アップや、生態写真・資料

写真を添え、同じ見分け方

ができる種名も紹介する。
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捨てないレシピ 596.04 ﾄﾞ

泣きたい夜の甘味処　 596.04ﾅ フェルメールとオランダ黄金時代 723.35 ﾅ

地球のかじり方　世界のレシピＢＯＯＫ 596.2 ﾁ 山口マオ作品集 726.5 ﾔ

はじめてのアラブごはん 596.22 ｺ 月夜 748 ｽ

炊き込みごはん 596.3 ｱ 土から土器ができるまで 751.4 ﾓ

鶏むねダイエット最強たんぱく質レシピ１５０　 596.33 ｴ 鍵盤の天皇 762.1 ﾅ

教養としての「焼肉」大全　 596.33 ﾏ マヤコ一〇一歳 762.1 ﾑ

摘んで野草料理　 596.37 ｶ 定年後に見たい映画１３０本 778.2 ｾ

有名店・人気店の進化するそば打ちの技術　 596.38 ｱ 湯浅政明のユリイカな日々 778.77 ﾕ

日本ご当地パン大全 596.63 ﾆ ドリフターズとその時代　 779.9 ｻ

あんこのお花練習帖 596.65 ｽ 日本プロ野球背番号大図鑑 783.7 ﾆ

暮らしのまんなか　ｖｏｌ．３５ 597 ｸ35 新しい登山の教科書 786.1 ｱ

３歳までのカンタンおうちあそびレシピ５０ 599 ｻ 玉ころがし 797.9 ｽ

子育てあれこれ便利帳　２０２２ 599 ｻ

赤ちゃんがぜ～んぶ食べる！ベスト離乳食２８８ 599.3 ｱ

音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む 801.1 ｶ

世界最高の雑談力 809.2 ｵ

８３歳、脱サラ農家の終農術 610.4 ｽ

日本のコメ問題 611.33 ｵ

豊かな暮らしと“小さな農業”　 611.7 ﾓ

土の力を引き出す　 613.5ﾀ

農家が教える酢とことん活用読本 615.8 ﾉ

イタリア野菜の栽培法 626 ﾄ

リメイク＆リユースでかわいく作る多肉植物の寄せ植え　627.78 ﾋ

和モダンの庭 629.75 ﾜ

ねこかもいぬかも　 645.6 ｱ

ねこうちさん 645.7 ﾔ

森に暮らし、鳥になった人。 650.4 ﾔ

言いたいことを、人を動かす“ことば”に変える 810.4 ｲ

すごい言い換え７００語

あいまい・ぼんやり語辞典　 814 ﾓ

音読ＪＡＰＡＮ（英語でニッポンを語ろう！） 837.8 ｳ

松本清張推理評論集 901.3 ﾏ

親愛なる向田邦子さま　 910.268 ﾑ

大伴旅人 911.12 ﾃ

全員がサラダバーに行ってる時に全部のカバン見てる役割　911.16 ｵ

角川俳句大歳時記（夏） 911.30 ｶ2

冊子＆折りパンフの構図とレイアウト 674.7 ﾊﾟ 角川俳句大歳時記（秋） 911.30 ｶ3

「日本列島改造論」と鉄道 686.1 ｺ 夏井いつきの「今日から一句」　 911.30 ﾅ

絶景北海道の鉄道　 686.21 ﾊﾞ やがて魔女の森になる　 911.56ｶ

８　　言　語　

９　　文学史・詩・短歌・全集

６　　産業・交通・通信

７　　芸術・スポーツ　

『オトナ女子のすてきな語彙力帳』
吉井 奈々／著 （809.2 ヨ）

気持ちが伝わる、距離が

縮まる、もっと話したくなる。

使うたびに相手も自分も幸

せになる３３４の言葉を、

「挨拶」「感謝」「打ち解け

る」「お願い」「断る」といっ

たシチュエーション別に紹

介する。『パパッとデザインレシピ』
Ｐｏｗｅｒ Ｄｅｓｉｇｎ Ｉｎｃ．／著

（674.3 パ）

レシピ通りに作るだけで「そ

れっぽく」仕上がる、やさし

い時短デザイン本。基本レ

シピに沿って作ったデザイ

ンのアレンジ案、配色×

フォントの組み合わせパ

ターンも収録。

NO

IMAGE

NO

IMAGE

4



エクアドール　 滝沢　志郎 ﾀｷｻﾞ

やっと訪れた春に　 青山　文平 ｱｵﾔ 斜陽 高橋　源一郎 ﾀﾞｻﾞｲ

マイ・プレゼント　 青山　美智子 ｱｵﾔ ヘルンとセツ　 田渕　久美子 ﾀﾌﾞﾁ

はぐれ鴉　 赤神　諒 ｱｶｶﾞ 祈りのカルテ　２ 知念　実希人 ﾁﾈﾝ2

三世代探偵団　４ 赤川　次郎 ｱｶｶﾞ4 噓つきジェンガ　 辻村　深月 ﾂｼﾞﾑ

乱鴉の空（弥勒」シリーズ） あさの　あつこ ｱｻﾉ11 化物園　 恒川　光太郎 ﾂﾈｶ

夜の道標　 芦沢　央 ｱｼｻﾞ ほどなく、お別れです　３ 長月　天音 ﾅｶﾞﾂ3

ぼくらに噓がひとつだけ　 綾崎　隼 ｱﾔｻ 越境刑事　 中山　七里 ﾅｶﾔ

此の世の果ての殺人　 荒木　あかね ｱﾗｷ 汝、星のごとく　 凪良　ゆう ﾅｷﾞﾗ

灰かぶりの夕海　 市川　憂人 ｲﾁｶ モノクロの夏に帰る　 額賀　澪 ﾇｶｶﾞ

祝祭の子　 逸木　裕 ｲﾂｷ 若葉荘の暮らし　 畑野　智美 ﾊﾀﾉ

修羅奔る夜　 伊東　潤 ｲﾄｳ 揺籃の都（平家物語推理抄） 羽生　飛鳥 ﾊﾆﾕ2

駆ける　２ 稲田　幸久 ｲﾅﾀﾞ2 新！店長がバカすぎて　 早見　和真 ﾊﾔﾐ

蹴れ、彦五郎　 今村　翔吾 ｲﾏﾑ

最後の鑑定人　 岩井　圭也 ｲﾜｲ

サウンド・ポスト　 岩城　けい ｲﾜｷ

レペゼン母　 宇野　碧 ｳﾉ

地図と拳　 小川　哲 ｵｶﾞﾜ

掌に眠る舞台　 小川　洋子 ｵｶﾞﾜ

営繕かるかや怪異譚　その３ 小野　不由美 ｵﾉ3

ミニシアターの六人　 小野寺　史宜 ｵﾉﾃﾞ

その殺人、本格ミステリに仕立てます。　片岡　翔 ｶﾀｵ

デクリネゾン　 金原　ひとみ ｶﾈﾊ

ＦＯＸ海上保安庁情報調査室　 川嶋　芳生 ｶﾜｼ

早番にまわしとけ キタハラ ｷﾀﾊ

紅だ！　 桜庭　一樹 ｻｸﾗ

さんず　 降田　天 ﾌﾙﾀ

文学　２０２２ ﾌﾞﾝｶﾞ

夢を喰う男 本城　雅人 ﾎﾝｼﾞ

レッドクローバー　 まさき　としか ﾏｻｷ

又吉栄喜小説コレクション　１～４ 又吉　栄喜 ﾏﾀﾖ1～4

氷点・『氷点』を旅する　 三浦　綾子 ﾐｳﾗ

天海　 三田　誠広 ﾐﾀ

一心同体だった　 山内　マリコ ﾔﾏｳ

クリ粥（深川駕籠） 山本　一力 ﾔﾏﾓ４

＃真相をお話しします　 結城　真一郎 ﾕｳｷ

流れる星をつかまえに　 吉川　トリコ ﾖｼｶ

家康がゆく　 宮本　昌孝　他 ｲｴﾔ

ザ・ベストミステリーズ　２０２２ ｻﾞﾍﾞｽ リセット 五十嵐　貴久 ｲｶﾞﾗ

美しい記憶 芝木　好子 ｼﾊﾞｷ 恋ごろも（お江戸縁切り帖）　泉　ゆたか ｲｽﾞﾐ3

素晴らしき国　 小路　幸也 ｼﾖｳ 異動辞令は音楽隊！ 内田　英治 ｳﾁﾀﾞ

英雄　 真保　裕一 ｼﾝﾎﾟ おいしい旅（想い出編） 秋川　滝美　他 ｵｲｼ

９１３．６　　小説（赤色の枠線のラベル）

Ｂ　　文　庫

『裂けた明日』
佐々木 譲／著 （913.6 ササキ）

内戦下の日本。追われる

母娘に出会った元公務員

の信也は、２人を安全圏ま

で送り届けようと決断。役

所勤めの経験を生かし 、

意外なルートで軍事境界線

を突破し…。

『点滅するものの革命』
平沢 逸／著 （913.6 ヒラサ）

未解決事件の報奨金目当

てに、多摩川の河川敷で拳

銃を探す父ちゃんと、雀荘

のママ鈴子さん、失恋を引

きずる大学生レンアイら、

はぐれものたちが集まり…。

５歳の「わたし」の目が映す

ひと夏の奇跡。
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おいしい旅（初めて編） 近藤　史恵　他 ｵｲｼ ただいまを生きる　 水上　勉 ﾐﾅｶ

涙雨の季節に蒐集家は、　３ 太田　紫織 ｵｵﾀ3 スマホになじんでおりません　 群　ようこ ﾑﾚ

下鴨料亭味くらべ帖 柏井　壽 ｶｼﾜ

十手家業（かぎ縄おりん） 金子　成人 ｶﾈｺ3
見えない轍 鏑木　蓮 ｶﾌﾞﾗ1 韓国文学の中心にあるもの　斎藤　真理子 929.1 ｻ

（心療内科医・本宮慶太郎の事件カルテ） 呑み込まれた男　 エドワード・ケアリー 933 ｹ
見えない階 鏑木　蓮 ｶﾌﾞﾗ2
（心療内科医・本宮慶太郎の事件カルテ）

出雲のあやかしホテルに就職します　１２ 硝子町　玻璃 ｶﾞﾗｽ12

鯨の岬 河崎　秋子 ｶﾜｻ

殺人依存症 櫛木　理宇 ｸｼｷ

料理春秋（小料理のどか屋人情帖） 倉阪　鬼一郎 ｸﾗｻ34
潮来舟唄（小料理のどか屋人情帖） 倉阪　鬼一郎 ｸﾗｻ35
雛あられ（木挽町芝居茶屋事件帖） 篠　綾子 ｼﾉ2
神奈川県警「ヲタク」担当細川春菜　３ 鳴神　響一 ﾅﾙｶ3

脳科学捜査官真田夏希　１３ 鳴神　響一 ﾅﾙｶ13

不可触領域 鳴海　章 ﾅﾙﾐ

最後の晩ごはん　１８ 椹野　道流 ﾌｼﾉ18

聖夜のおでん（食堂のおばちゃん） 山口　恵以子 ﾔﾏｸﾞ12

さしみ朝膳（料理人季蔵捕物控） 和田　はつ子 ﾜﾀﾞ43

９１４．６　　エッセイ（灰色の枠線のラベル）
そして誰もゆとらなくなった　朝井　リョウ ｱｻｲ

客席のわたしたちを圧倒する 井上　ひさし ｲﾉｳ

水曜日は働かない　 宇野　常寛 ｳﾉ その丘が黄金ならば　 Ｃ・パム・ジャン 933 ｼﾞ

光を灯す男たち　 エマ・ストーネクス 933 ｽ

夏 アリ・スミス 933 ｽ

血を分けた子ども　 オクテイヴィア・ 933 ﾊﾞ

Ｅ．バトラー

刑期なき殺人犯 ミキータ・ 936 ﾌﾞ

ブロットマン

潔白の法則　上、下 マイクル・コナリー 933 ｺ1、2
シャーロック・ホームズ全集　１～９ アーサー・ 933 ﾄﾞ1～9

コナン・ドイル

精霊たちの迷宮　上、下 カルロス・ 963 ﾙ1,2

ルイス・サフォン

すぐに結果を出せるすごい集中力 141.5 ｼ

株式会社のつくり方と運営　＇２２～＇２３年版 325.24 ｶ

１００年残したい日本の会社　 335.21 ﾄ

未完の美学　 曾野　綾子 ｿﾉ 図解わかる小さな会社の総務・労務・経理　 336 ｽﾞ

居場所がないのがつらいです 高橋　源一郎 ﾀｶﾊ2

（みんなのなやみ　ぼくのこたえ） ビジネススキル強化メソッド　 336 ﾎ

言葉の還る場所で 谷川　俊太郎 ﾀﾆｶ ビジネスで使える数学の基本が１冊でざっくりわかる本　 336.1 ｸﾞ

ベスト・エッセイ　２０２２ ﾍﾞｽﾄ 労働時間管理完全実務ハンドブック 336.44 ｲ

「ビジネス」コーナー

Ｂ　　文　庫

９　　外国文学

２０２２－２０２３年版

『よみぐすり』
坂口 恭平／著 （914.6 サカグ）

一つ楽しめることを知る

と、一つ人に優しくなれる

よ。自身の携帯電話の番

号を公表し、“死にたい

人”の話を聞き続けて い

る著者が、Ｔｗｉｔｔｅｒに書き

残してきた膨大な「死にた

い」に代わる言葉を厳選

して収録する。

『帰りたい』（933 シ）

カミーラ・シャムジー／著

金原 瑞人、安納 令奈／訳

ロンドンで暮らすムスリム

の３人姉弟の末っ子が、

ジハード戦士だった父に

憧れ、イスラム国に参加

する。姉たちは弟を救い

出そうとするが…。パキス

タン出身のイギリスの作

家の、初の邦訳作品。
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就業規則・諸規程用例集 336.44 ｼ

図解わかる小さな会社の給与計算と社会保険　 336.45 ｽﾞ 寄席品川清洲亭　上、下 奥山　景布子 ｵｸﾔ1、2

２０２２－２０２３年版 立身いたしたく候　上、下 梶　よう子 ｶｼﾞ1、2

Ｑ＆Ａでよくわかる消費税インボイス対応要点ナビ 336.98 ｸ 確証　上、下 今野　敏 ｺﾝﾉ1、2

図解労働・社会保険の書式・手続完全マニュアル 364.3 ｼ アームストロング砲　上、下 司馬　遼太郎 ｼﾊﾞ1、2

資格取り方選び方全ガイド　２０２４年版 366.29 ｼ つばくろ越え　上、下 志水　辰夫 ｼﾐｽﾞ1、2

稼げるフリーランスの法則　 366.29 ﾀ あした咲く蕾　上、下 朱川　湊人 ｼﾕｶ1、2

最新住宅業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 520.9 ｱ ふるさと銀河線　上、下 高田　郁 ﾀｶﾀﾞ1、2

会社四季報業界地図　２０２３年版 602.1 ｶ 朝が来る　上、下 辻村　深月 ﾂｼﾞﾑ1、2

最新ＥＣ物流の動向と仕組みがよ～くわかる本 675.4 ｶ 紫匂う　上、下 葉室　麟 ﾊﾑﾛ1、2

ニュースがわかる基礎用語　２０２２－２０２３年版 814.7 ﾆ 月魚 三浦　しをん ﾐｳﾗ

クライマーズ・ハイ　上、中、下 横山　秀夫 ﾖｺﾔ1～3

敵討 吉村　昭 ﾖｼﾑ

「からだナビ」コーナー
呼吸器のしくみ 491.33 ｺ

言葉を生きる Y 104 ｲ

フランスの高校生が学んでいる１０人の哲学者　Y 130 ﾍﾟ

正しい孤独マインド入門 Y 141 ｺ

アオアシに学ぶ「考える葦」の育ち方 Y 141 ﾅ

歴史学のトリセツ Y 201 ｵ

世界の歴史　別巻 Y 209 ｾ

日本の歴史　別巻２ Y 210 ﾆ2

中学生から知りたいウクライナのこと Y 238 ｺ

日本史の１３人の怖いお母さん　 Y 281 ﾏ

今西錦司と自然 Y 289 ｲ

図解でわかる１４歳から考える民主主義　 Y 311 ｲ

そもそも民主主義ってなんですか？ Y 311 ｳ

もしキミが、人を傷つけたなら、傷つけられたなら Y 326 ﾊ

大都市はどうやってできるのか Y 331 ﾔ

１３歳からの経営の教科書 Y 335 ｲ

１３歳からの３０００円投資生活 Y 338 ﾖ

こんにちは！同意 Y 361 ｽ

農業者になるには（なるにはＢＯＯＫＳ） Y 366 ﾅ46

９０歳まで歩ける骨盤がすべてを解決する　492.79 ｽ 化学技術者・研究者になるには（なるにはＢＯＯＫＳ） Y 366 ﾅ158

名医が教える高血圧の治し方 493.25 ﾄ 家族に「イヤなこと」をされているあなたにお願い Y 367 ｼ

ウルトラ図解肝炎・肝硬変・肝がん 493.47 ｳ セイシル Y 367 ｾ
ズボラでもラクラク！１週間で脂肪肝はスッキリよくなる 493.47 ｸ 障害者ってだれのこと？ Y 369 ｱ

ギャンブル依存と生きる 493.74 ｲ ６カ国転校生ナージャの発見　 Y 372 ｷ

認知症パンデミック 493.75 ｲ もっと知りたい！「科学の芽」の世界　ＰＡＲＴ８ Y 404 ﾓ8

子どものこころがそだつとき 493.93 ｶ マンガでたのしむ！科学の法則　 Y 420 ｳ

緑内障の真実 496.36 ﾌ 周期表 Y 431 ﾆ

漢方薬剤師が教える薬のキホン　 499.1 ﾋ 世界の気候と天気のしくみ Y 451 ｲ

のぞく図鑑穴 Y 454 ﾐ

「闘病記」コーナー びっくり深海魚 Y 487 ｱ

医者の僕が認知症の母と過ごす２３年間のこと　493.75 ﾓ4-1 沖縄美ら海水族館はなぜ役に立たない研究をするのか？ Y 487 ｵ

生命倫理のレッスン Y 490 ｺ

ウイルスって何だろう Y 491 ｱ

大人になる前に知る老いと死（なるにはＢＯＯＫＳ） Y 493 ﾏ

押す図鑑ボタン Y 530 ﾆ

Ｙ　　ヤングアダルト

Ｌ　　大活字

『腸がすべて解決！』
藤田 紘一郎／著 （491.7 フ）

老化、がん、うつ、アレ

ルギー、動脈硬化、高

血圧症も恐くない！病

気知らずの体をつくる

「腸内細菌」を増やし、

疲れた頭・体・心をよ

みがえらせ、日々、健

康に生きるための

様々な方法を紹介す

る。
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１３歳からの家事のきほん４６　 Y 590 ｱ 海色ダイアリー　８ みゆ Y 913 ﾐ8

食品ロスはなぜ減らないの？ Y 611 ｺ 予備校のいちばん長い日　 向井　湘吾 Y 913 ﾑ

スピン　 Y 726 ｳ 放課後ネームゲーム　２ 百舌　涼一 Y 913 ﾓ2

なかなか解けないなぞ解きに挑戦しませんか？　Y 798 ﾋ 四畳半タイムマシンブルース 森見　登美彦 Y 913 ﾓ

漢字が日本語になるまで Y 811 ｴ はたらく細菌　４ 吉岡　みつる Y 913 ﾖ4

はじめて読む！海外文学ブックガイド　 Y 902 ﾊ

短歌になりたい Y 911 ｷ

怪談物件マヨイガ　２ 蒼月　海里 Y 913 ｱ2

霧島くんは普通じゃない　６ 麻井　深雪 Y 913 ｱ6

この恋が、かなうなら いぬじゅん Y 913 ｲ

小説アオアシ　２ 江橋　よしのり Y 913 ｴ2

星の町騒動記 樫崎　茜 Y 913 ｶ

スケートラットに喝采を 樹島　千草 Y 913 ｷ

笹森くんのスカート　 神戸　遙真 Y 913 ｺ

母の国、父の国　 小手鞠　るい Y 913 ｺ

５分で読書（昼休みの事件簿） 更伊　俊介　他 Y 913 ｺﾞ

京都くれなゐ荘奇譚　２ 白川　紺子 Y 913 ｼ2

小説すずめの戸締まり 新海　誠 Y 913 ｼ

あやかし和菓子処かのこ庵　２ 高橋　由太 Y 913 ﾀ2

住所、不定　 スーザン・ニールセン Y 933 ﾆ

かわいい子ランキング ブリジット・ヤング Y 933 ﾔ
自閉症のぼくは書くことで息をする ダーラ・マカナルティ Y 936 ﾏ

あつまれ！海のなかまたち D 487 ｱ

今日も嫌がらせ弁当　 DN 778.1 ｷ

風をつかまえた少年　 DG 778.2 ｶ

ストーリー・オブ・マイライフ DG 778.2 ｽ

異人館画廊　７ 谷　瑞恵 Y 913 ﾀ7 パブリック DG 778.2 ﾊﾟ

人間失格 太宰　治 Y 913 ﾀﾞ マレフィセント２　 DG 778.2 ﾏ2

青の先で、きみを待つ。　 永良　サチ Y 913 ﾅ

予測不能ショートストーリーズ にかいどう　青 Y 913 ﾆ

（部活動編） 人体のサバイバル！　 DA 778.3 ｼﾞ

ガリレオの事件簿　１ 東野　圭吾 Y 913 ﾋ1

スイッチ！　１０　 深海　ゆずは Y 913 ﾌ10

その意図は見えなくて　 藤　つかさ Y 913 ﾌ

ウクライナにいたら戦争が始まった　 松岡　圭祐 Y 913 ﾏ
この恋は、きみの噓からはじまった。 まは。 Y 913 ﾏ

図書室の怪談　４ 緑川　聖司 Y 913 ﾐ4

よだかの星 宮沢　賢治 Y 913 ﾐ

Ｄ　　ＤＶＤ

邦　画

ア　ニ　メ

洋　画

こ　ど　も

〒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/

『ロンドン・アイの謎』（Ｙ933 ダ）

シヴォーン・ダウド／著 越前 敏弥／訳

巨大な観覧車ロンドン・ア

イに乗りに出かけた１２歳

のテッド、姉のカット、いと

このサリム。サリムだけ

が観覧車に乗り込むが、

一周して降りてくるとサリ

ムの姿はなかった。閉ざ

された観覧車からどう

やって消えたのか…？

『あれは閃光、ぼくらの心中』
竹宮 ゆゆこ／著 （Y913 タ）

音大付属中学に通う嶋幸紀、

１５歳。ピアノ一筋の人生が

暗転し、自転車で冬の夜に

家出する。遭遇したのは、

夜空にギラギラと輝く２５歳

のホスト、弥勒。酔っぱらっ

た弥勒に縋り部屋に転がり

込むとそこは…。
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