
　　　０　　総記・情報 　　２　　歴史・伝記・地理
情報爆発　 002.7 ﾌﾞ 実は科学的！？江戸時代の生活百景　 210.5 ﾆ

ほぼ日手帳公式ガイドブック　２０１９ 002.7 ﾎ 教科書には書かれていない江戸時代　 210.5 ﾔ

人工知能はなぜ椅子に座れないのか　 007.13 ﾏ 江戸無血開城の深層　 210.58 ｲ

デジタル・ポピュリズム　 007.3 ﾌ 絵はがきの大日本帝国　 210.6 ﾌ

トコトンやさしいＩｏＴの本　　 007.3 ﾔ 大正＝歴史の踊り場とは何か 210.69 ﾜ

すいません、ほぼ日の経営。　 007.35 ｲ ７３１部隊と戦後日本　 210.75 ｶ

ｔｈｅ　ｆｏｕｒ　ＧＡＦＡ　　 007.35 ｷﾞ ヨーロッパの内戦　 230.7 ﾄ

講座・図書館情報学　９　 010.8 ｺ9 図説ハプスブルク帝国　 234.6 ｶ

図書館と法　 011.2 ﾔ エドガルド・モルターラ誘拐事件 237.05 ｶ

お話とともに育つ喜び　 015.8 ｼ 　アメリカの原爆神話と情報操作　 253.07 ｲ

図書館利用に障害のある人々へのサービス　上下 015.97 ﾄ1、2 自分史の手引き 280.7 ｲ

書物と権力 020.21 ﾏ 日本人だけが知らない世界から尊敬される日本人　 281.04 ｷﾞ

辺野古に基地はつくれない　 081ｲ987 徳川一族大全　 288.3 ﾄ

地域の食をブランドにする！　 081ｲ988 藤原氏 288.3 ﾌ

　　１　　哲学・宗教
振り向けば、アリストテレス　 131.4 ﾀ

ルイ・アルチュセール　 135.56 ｲ

被害者のふりをせずにはいられない人　 141.6 ｶ

妻のトリセツ　 143.5 ｸ

逆境に生きる子たち　 146.2 ｼﾞ

心理療法の実践　 146.81 ﾕ

場面緘黙の子どもの治療マニュアル 146.82 ﾊﾞ

斎藤一人　男を上げる女　女を上げる男　 159 ｻ

東大式習慣　 159 ﾆ

ぼくが子どものころ、ほしかった親になる。　 159 ﾊ

バカとつき合うな　 159 ﾎ

専業主婦が就職するまでにやっておくべき８つのこと　 159.4 ｳ

楽天で学んだ「絶対目標達成」７つの鉄則　 159.4 ｺ

５０歳の衝撃　 159.4 ﾔ

俺たちの定年後　 159.79 ﾅ

日本宗教史のキーワード 162.1 ﾆ

現代語唯信鈔文意　 188.71 ｹﾞ

“ふがいない自分”と生きる　渡辺和子 198.22 ﾜ

看取りの人生　 289.1 ｳ

信長公記 289.1 ｵ

　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。
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『チキンラーメンの女房』
安藤百福発明記念館／編 （289.1 ア）

「インスタントラーメン」とい

う大発明の実現を信じ、日

清食品創業者・安藤百福

とともに闘った妻・仁子。Ｎ

ＨＫ連続テレビ小説「まん

ぷく」のヒロインのモデルで

ある安藤仁子の波瀾万丈

の人生を紹介する。
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松井友閑　 289.1 ﾏ

暗闇でも走る　 289.1 ﾔ

カール・マルクス入門　 289.3 ﾏ

マリー・アントワネットの暗号　 289.3 ﾏ

エドモンド・モレル　 289.3 ﾓ
今こそ学ぼう地理の基本　 290.1 ﾊ
ソウル（ことりっぷ海外版） 290.93 ｺ3-1
イタリア（ララチッタ） 290.93 ﾗ1-10
日本の古道を歩く　 291.09 ﾆ

古地図で歩く江戸・東京歴史探訪ガイド 291.36 ｴ

ミャンマーからラオスへ 292.36 ｸ
ヨーロッパの街角　 293.08 ｳ

ケーススタディで学ぶ債権法改正　 324.4 ｵ

取引基本契約書作成・見直しハンドブック　 324.52 ﾄ

遺留分の法律と実務　 324.78 ｲ

今さら聞けないお金の超基本　 330 ｻ
経営者のための商工会・商工会議所１５０％トコトン活用術　 330.66 ｵ

良き社会のための経済学　 331 ﾃ

幸福感の統計分析　 331.04 ﾀ

現代社会と経済倫理　 331.1 ﾅ

コンビニ外国人　　 334.41 ｾ

マイペースで働く！自宅でひとり起業仕事図鑑 335 ﾀ

キッチンで読むビジネスのはなし 335.13 ｲ
入門図解最新中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント335.35 ﾆ
最新コーポレートガバナンスの基本と実践がよ～くわかる本　 335.4 ｼ

　　　　３　　社会科学・風俗・軍事 取締役の心得　 335.43 ﾅ

済州島を知るための５５章　 302.21 ｻ セゾン　 335.5 ｽ

地図で見るアメリカハンドブック　 302.53 ﾓ ＫＰＩマネジメント　 336 ｸ

トランプのアメリカに住む　　 302.53 ﾖ ミスよけ大全　 336 ﾅ

日本再興戦略　　 304 ｵ 最高の結果を出すＫＰＩマネジメント　 336 ﾅ

言論の飛礫　 304 ｶ ビジネスモデル２．０図鑑　 336.1 ｺ

日本が売られる　 304 ﾂ 最高の働きがいの創り方　 336.4 ﾐ
文藝春秋オピニオン２０１９年の論点１００　 304 ﾌﾞ 過重労働防止の基本と実務　 336.44 ｲ

社会科学系論文の書き方　 307 ｱ これならできる中小企業のメンタルヘルス・ガイドブック　 336.48 ｱ

不思議の国会・政界用語ノート 312.1 ｱ すぐに役立つ入門図解最新メンタルヘルスの 336.48 ｽ

石破茂の「頭の中」　 312.1 ｽ 　　法律問題と手続きマニュアル　

九条俳句訴訟と公民館の自由　 316.1 ｷ 人前で３０分話すためのプロの実践テクニック　 336.49 ｱ

スノーデン監視大国日本を語る　 316.1 ｽ ひと言で伝えろ　 336.49 ｲ

２０ＸＸ年地方都市はどう生きるか 318.26 ｳ 実践！ＲＰＡ 336.57 ｼﾞ

ＡＩと憲法　 323.01 ｴ Ｑ＆Ａ「資金繰り」早わかり事典　 336.82 ｱ
憲法カフェで語ろう９条・自衛隊・加憲　憲法カフェへようこそ　２　 323.14 ｱ2 小さな会社が本当に使える節税の本　 336.98 ﾄ

完全解説憲法改正国民投票法　 323.14 ｶ 税金の知識　 345 ｾﾞ

事例問題から考える憲法　 323.14 ﾏ 図解いちばん親切な税金の本　１８－１９年版 345 ﾀ

『ヨーロッパの路地・散歩道』
上野 美千代／写真・文 （293.08 ウ）

ひっそりとした石畳の

路地裏。壁の上で見守

る聖なるマリア像。自

転車が走り抜けるみど

りの道。大きく包み込

む青い空と透明な光…。

クロアチア、イタリア、

フランス、デンマークな

どで撮影した風景をま

とめた写真集。

『２４歳の僕が、オバマ大統領の

スピーチライターに？！』
デビッド・リット／著 （312.53 リ）

歴史に残る名演説の

舞台裏とは？ 「大統

領の笑いのミューズ」と

呼ばれ、２００９年から

オバマ大統領のスピー

チのジョークを担当す

るようになった著者が、

大統領の素顔とホワイ

トハウスの内幕を描く。
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日本の税金　 345.21 ﾐ

いっきにわかる！確定申告の書き方　 345.33 ｲ

よくわかる新たな配偶者控除等適用ガイド 345.33 ｲ

コミュニケーションの強化書　 361.45 ｸ

日本人とドイツ人 361.5 ｱ

日本型組織の病を考える　 361.6 ﾑ

まちづくり都市金沢　 361.78 ﾔ

図解労働・社会保険の書式・手続完全マニュアル 364.3 ｼ

あなたの年金がすべてわかる　１９年版 364.6 ｱ
もらえる年金が本当にわかる本　＇１８～＇１９年版 364.6 ｼ

３０代の働く地図　 366 ｹﾞ

働き方改革法　 366.14 ｵ

働き方改革法で労務管理はこう変わる 366.14 ｵ

労働基準法がよくわかる本　＇１８～＇１９年版 366.15 ｼ

「ＡＩで仕事がなくなる」論のウソ 366.2 ｴ

障がい者の能力を戦力にする　 366.28 ｶ

発達障害の人の「私たちの就活」　　 366.28 ﾊ

精神障害者雇用のＡＢＣ　 366.28 ﾔ

５５歳からのリアル仕事ガイド　 366.29 ｺﾞ

「定年後」がやってくる前に考えておくべきこと　 367.7 ﾃ 図説指輪の文化史　　 383.3 ﾊ

性教育はどうして必要なんだろう？　 367.99 ｾ 金属伝説で日本を読む　 388.1 ｲ

サカナとヤクザ　 368.51 ｽ 身体・歴史・人類学　３　 389.04 ﾜ3

福祉・介護の資格と仕事　　 369.17 ｳ

障害者と笑い 369.27 ﾊﾞ

障害のある子の「親なきあと」 369.27 ﾜ 科学の迷信　 404 ｶ

精神障害者とともに生きる　 369.28 ﾎ 世界一深い１００のＱ　 404 ｾ

自衛隊防災ＢＯＯＫ　 369.3 ｼﾞ 伝説の入試良問　 410 ﾅ

その後の福島 369.36 ﾖ タイムトラベル　 421.2 ｸﾞ

漂流児童　 369.4 ｲ 台風についてわかっていることいないこと　　451.5 ﾀ

帝国化する日本 372.10 ﾅ 虹の図鑑　 451.75 ﾀ

ＰＴＡ不要論　 374.6 ｸ 太平洋その深層で起こっていること　 452.21 ｶﾞ

世界の教科書に見る昔話　 375.9 ｲ 地形図を読む技術　 454.9 ﾔ

子どもがすくすく育つ幼稚園・保育園　 376.1 ｲ フォッサマグナ　 455.1 ﾌ

子どもに伝える行事食　 376.14 ｺ 地層のきほん　 456 ﾓ
砂・泥あそび雨の日あそび水あそびプールあそびアイデア１０１　 376.15 ｱ 意識の川をゆく　 460.4 ｻ

ＨＡＰＰＹハロウィン　 376.15 ﾊ 生物多様性の謎に迫る　 468 ﾃ
絶対内定　２０２０－２　自己分析とキャリアデザインの描き方 377.95 ｾﾞ2 Ｊｅｗｅｌｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｎｉｇｈｔ　ｓｅａ　 468.6 ﾐ

絶対内定　２０２０－３　エントリーシート・履歴書 377.95 ｾﾞ3 辺野古　 468.8 ﾅ

絶対内定　２０２０－４　面接 377.95 ｾﾞ4 性のトリセツ　 481.35 ﾂ

絶対内定　２０２０－５　面接の質問 377.95 ｾﾞ5 生物毒の科学　 481.9 ｼﾞ

「特別支援教育」重要用語の基礎知識　 378 ｵ キリンの一撃　 482.4 ｸﾞ

東大医学部在学中に司法試験も一発合格した 379.7 ｺ 図鑑日本の鳴く虫 486.4 ｵ

　　僕のやっているシンプルな勉強法　 鳥が好きすぎて、すみません　 488.04 ﾎ

辛くならない子育てのコツ　 379.9 ﾊﾞ カラスの文化史　 488.99 ｻ
落ち着かない・話を聞けない・マイペースな小学生男子の育て方　 379.9 ﾏ かぴばら　 489.47 ｲ

思春期の処方せん　 379.9 ﾔ 私は、看取り士。　 490.14 ｼ

アイヌの伝承と民俗　 382.11 ﾊﾞ 最高の死に方と最悪の死に方　 490.15 ｺ

よくわかる！江戸時代の暮らし　 382.13 ﾌ 「そのとき」までをどう生きるのか　 490.15 ﾔ

モードの誘惑　 383.1 ﾔ 人体の冒険者たち 491.3 ﾌ

４　　自然科学・医学

『信じてみたい幸せを招く

世界のしるし』
米澤 敬／著 出口 春菜／画

（387.9 ヨ）

耳飾りが落ちる、ワイ

ンをこぼす、木曜日のく

しゃみ…。本人の意志と

は関係なく「たまたま」

出会ったり、「うっかり」

やってしまったりする幸

せの「きざし」や「しる

し」。世界各地の吉兆５

０をイラストとともに紹

介する。
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ガチガチの体がスーッと楽になる深層筋ストレッチ　 498.3 ｶ

体力の正体は筋肉 498.3 ﾋ

姿勢の本　 498.3 ﾔ

ハーバード＆ソルボンヌ大学根来教授の超呼吸法　 498.34 ﾈ

骨と筋肉が若返る食べ方 498.59 ｵ

妊娠中に食べたいごはん　 498.59 ﾔ

　　　５　　技術・工業
スマート工場のしくみ　 509.6 ｽ

ビル・工場で役立つ省エネルギーの教科書　 509.68 ﾀ

ＦＲＰ接着による構造物の補修・補強指針＜案＞　 511.78 ｴ

ジャイロモノレール　 516.85 ﾓ

世界遺産を問い直す　 519.81 ﾖ

人とどうぶつの血液型　 491.32 ｵ

見る脳・描く脳　 491.37 ｲ

首からユルめる！　 492.79 ﾖ

アルコール依存症から抜け出す本　 493.15 ｱ

図解老人の取扱説明書　 493.18 ﾋ

脂質異常症がよくわかる本 493.2 ｼ

ウルトラ図解狭心症・心筋梗塞　 493.23 ｳ

不整脈・心房細動がわかる本　 493.23 ﾌ

長引く痛みを治したいなら「モヤモヤ血管」を押しなさい　 493.24 ｵ

血管を守る２５０のＱ＆Ａ事典　 493.24 ｹ

クローン病・潰瘍性大腸炎のノンオイル作りおき　 493.46 ﾀ

リウマチ　 493.63 ﾘ

自分が高齢になるということ　 493.7 ﾜ

もしかして、私、大人のＡＤＨＤ？　 493.73 ﾅ

窃盗症　 493.74 ｾ

カサンドラのお母さんの悩みを解決する本　 493.76 ｶ 最新住宅業界の動向とカラクリがよ～くわかる本　 520.9 ｱ

感覚過敏は治りますか？　 493.93 ｸ ３Ｄ江戸城探訪　 521.82 ｽ

反ワクチン運動の真実　 493.93 ｵ ヨーロッパの素敵な家　 523.3 ﾜ

思春期　 493.93 ﾌ 死ぬまでに見たい！世界の美しい家　 527 ｼ

赤ちゃんが頭を打った、どうしよう！？ 493.94 ﾆ 函館本線Ｃ６２　 536.1 ｼ

子どもの食と栄養　 493.98 ｺ 図解いちばんやさしく丁寧に書いたネットワークの本　 547.48 ｵ

女性のがんと外見ケア　 494.5 ﾜ わかる！使える！塗料入門 576.8 ｺ

やってはいけない「脊柱管狭窄症」の治し方　 494.66 ｼ 生物模倣　 579.9 ｶ

性暴力被害者の医療的支援 495 ｾ ムダをなくして利益を生み出す食品工場の生産管理 588.09 ﾋ

医師が教える女性の正しい不調ケア大全　 495 ﾍ ストリート・トラッド　 589.2 ｻ

自分で治す！顎関節症　 497.3 ﾌ 暮らしのつなぎ方　 590 ｳ

死を生きた人びと　 498 ｺ 暮らしのおへそ　Ｖｏｌ．２６　 590 ｸ26

「つながり」と健康格差　 498 ﾑ 日用品の定番　 590 ﾆ

よくわかる公衆衛生学の基本としくみ　 498 ﾖ 定年後の暮らしとお金の基礎知識　２０１９　591 ﾃ

『ほぼ命がけサメ図鑑』
沼口 麻子／著 （487.54 ヌ）

サメが大好きで、サメの取

材活動や情報発信を行っ

ている著者が、サメにまつ

わる様々な知識や、著者

が出会ったサメたちとの体

験談、サメ体験スポットな

どを紹介する。『現代ビジ

ネス』連載をもとに書籍化。

『まぼろしの奇想建築』
フィリップ・ウィルキンソン／著

（520.2 ウ）

２階建てのゾウ建築、球形

のニュートン記念堂、高さ

１．６キロの高層ビル…。中

世から２０世紀に至るまで、

構想されながらも「幻」と消

えた建築を紹介。建築家

や芸術家、思想家が夢に

描いた、壮大で妄想に満

ちた挑戦をたどる。
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６０代からの暮らしはコンパクトがいい　 596 ﾎ

身につく料理　 596 ﾎ

かけるだけ、あえるだけ醬（ジャン）の本 596 ﾜ

やっぱり食いしん坊な歳時記　 596.04 ﾀ

はじめまして電鍋（ディエングォ）レシピ　 596.2 ｸ

なぜ？からはじめるかんたん和食　 596.21 ﾉ

ベトナム料理は生春巻きだけじゃない　 596.22 ﾍﾞ

「サラダチキン」「鶏むね肉」の絶品おつまみ　 596.33 ｹ

シェフが好きな野菜の食べ方　 596.37 ﾀ

おべんとうの時間　４ 596.4 ｱ4

お父さんのためのバーベキューＢＯＯＫ　 596.4 ｵ

ジェットボイルクイックレシピ５５　 596.4 ｼﾞ

子どもが喜ぶ自然派おやつ　 596.65 ﾜ

日本全国しあわせ喫茶＆カフェ探訪　 596.7 ﾏ

ラクして続く、家事テク　 597.9 ｳ

らくらくフリージング離乳食　 599.3 ﾗ

　　　　６　　産業・交通・通信
本社は田舎に限る　 601.18 ﾖ

会社四季報業界地図　１９年版 602.1 ｶ

トリマー＆ルーター上達テクニック　 592.7 ﾄ 成長戦略を支える農業技術とは　 610.1 ｾ

心地良い暮らし着　 593.3 ｺ 稼げる！新農業ビジネスの始め方　 611.7 ﾔ

コートを縫おう。　 593.36 ｶ

手作りしたいベビー服＆こもの　 593.36 ﾃ

ストールの巻き方　 593.8 ｵ

がなはようこの四季の刺し子花ふきん　 594.2 ｶﾞ

岡本啓子のあみものかぎ針あみ　 594.3 ｵ

大人の手編み冬こもの　 594.3 ｵ

かぎ針あみのスカーフ＆ショール　 594.3 ｶ

洗えるマニラヘンプヤーンで編むバッグ＆ポーチ　 594.3 ｺ

普段着のメンズニット　 594.3 ﾌ

３日で完成！カンタンかぎ針編み帽子とスヌードＡ－Ｚ　 594.3 ﾐ

リカちゃんのオールシーズンクローゼット　 594.3 ﾘ

麻ひもバッグ　 594.7 ｱ

えんぎもんフェルト 594.9 ｵ

最速！清潔感 595 ｶ

顔の若返り法　 595.5 ｶ

ゆる美容事典　 595.5 ﾀ

ソース・たれ・ドレッシング 596 ｲ

レトルトの女王のアイデアレシピ 596 ｲ

知識ゼロからの甘酒入門　 596 ｲ

腸からあたたまるたなかれいこ的料理のきほん　 596 ﾀ 土　地球最後のナゾ　 613.5 ﾌ

長期保存ＯＫ！毎日役立つ！冷凍レシピＢＥＳＴ２００ 596 ﾁ ＩＣＴ農業の環境制御システム製作　 626.17 ｱ

函館おとなの美食ＢＯＯＫ　 596 ﾃﾞ 西村和雄ぐうたら農法　 626.9 ﾆ

ここまでおいしい！超ベジレシピ　 596 ﾅ 戦後北海道酪農史　 642.11 ｾ

プライスレスレシピ 596 ﾉ ＯＵＴＤＯＯＲ　ＳＴＹＬＥ　ＢＯＯＫ　ｗｉｔｈ　Ｄｏｇｓ　 645.6 ｱ

雪平鍋で２品献立　 596 ﾋ どんな災害でもイヌといっしょ　 645.6 ﾄﾞ

毎朝が楽しくなる！朝ごはん　　 596 ﾌ 子どもと木であそぶ　 653.2 ｲ

『北の鞄ものがたり』
北室 かず子／著 （589.27 キ）

英三は、ものづくりによっ

て自らの人生を築き、北の

大地に一粒の種をまいた

－。戦後の東京・下町で修

業を積み、北海道で「鞄

いたがき」を創業した板垣

英三の軌跡をたどり、「も

のづくり」が生み出す希望

と可能性を探る。

『おいしい北海道やさい』
加藤 淳／著 そら／著 （612.11 カ）

北海道観光ＰＲキャラク

ター「キュンちゃん」と一緒

に、農業王国・北海道の旅

に出かけましょう！ 北海

道の農業の地域特性や四

季について解説し、アスパ

ラガス、じゃがいもといった

２０品目のやさいをレシピ

と共に紹介します。
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対面・電話・メールまでクレーム対応「完全撃退」マニュアル　 673.3 ｴ 「その後」のゲゲゲの女房　 726.10 ﾑ

絶対に身につけたい本物の接客　 673.3 ｷ 水彩色鉛筆とペンで描く大人のお絵描き上達レッスン　 726.50 ｶ

デス・バイ・アマゾン　 673.7 ｼ いきものとイラスト　 726.50 ｻ

外食ビジネス人材活用１５のポイント 673.97 ﾅ はかれないものをはかる　 726.6 ｸ

「食」から考える発想のヒント　 673.97 ﾏ トミ・ウンゲラーと絵本　 726.60 ｳ

居酒屋ＮＥＯ　 673.98 ｲ 思いを伝える和紙のちぎり絵春夏秋冬　 726.9 ﾓ
起業家・フリーランスのための「ブログ・ＳＮＳ集客」のキホン 675 ｲ 変体英文字図案集　 727.8 ｵ

消費者心理学　 675 ﾔ すぐわかる中国の書　 728.22 ｽ

売上がぐいぐい伸びるお客様の動かし方　 675 ﾘ 世界版画全史　 732 ｸ

品切れ、過剰在庫を防ぐ技術 675.2 ﾔ 森ヒロコ作品集　 735.08 ﾓ

後遺障害入門　 681.3 ｺ 生き物の決定的瞬間を撮る 743.6 ｲ

危険物運送のＡＢＣ　 681.6 ｷ はじめての粘土アート　２　 751.4 ｳ2

地図で楽しむ日本の鉄道　 686.21 ｲ ユキ・パリス幸せをよぶ手仕事　 753 ﾊﾟ

北海道の廃線アルバム　 686.21 ﾉ 今森光彦の里山の切り絵　 754.9 ｲ

超・インバウンド論　 689.3 ﾂ 椅子　コレクション４ 758 ｲ4

君は玉音放送を聞いたか　 699.21 ｱ とっておきの知育おもちゃ　 759 ﾃ

ＬＤＨ　ＯＵＲ　ＰＲＯＭＩＳＥ　 767.8 ｴ

バレエ語辞典　 769.9 ﾄ

聖書と西洋美術 702.09 ﾀ 魅せる自分のつくりかた　 771.7 ﾔ

スペイン美術史入門　 702.36 ｽ 映画『夜と霧』とホロコースト　 778.7 ｸ

クリエイターになりたい！　 707 ﾜ 高畑勲 778.77 ﾀ

世界遺産ガイド　日本編２０１９改訂版 709 ｾ 落語三昧！　 779.13 ﾗ

世界遺産データ・ブック　１９年版　 709 ｾ 不合理だらけの日本スポーツ界　　 780.21 ｶ

世界遺産事典　２０１９改訂版 709 ｾ 子どもがやる気になる！！スポーツ指導　 780.7 ｻ

闇の日本美術　 721.02 ﾔ ０歳からのボール遊び運動 783 ｺ

広重決定版　 721.8 ｱ プロ野球を１００倍楽しくする方法　 783.7 ｴ

草屋根と絵筆 723.1 ﾑ 水泳　日大豊山式４泳法強化法 785.22 ﾀ

亥を描く 724.1 ｲ 死に山　 786.18 ｱ

漫画みたいな恋ください　 726.10 ﾄ 仕覆作りは茶道の楽しみ、暮らしの彩り 791.5 ﾀ

ひらめきの囲碁学 795 ｷ

　７　　芸術・スポーツ

『猫にＧＰＳをつけてみた』
高橋 のら／著 （645.7 タ）

半径２キロが庭も同然な

山の中に引っ越し、そこで

出会った猫たちにＧＰＳを

つけてみたら、彼らには

想像以上の能力が…！

飼うというより同居人。自

由な猫たちとの暮らしを

紹介します。カラー写真も

豊富に収録。

『ならず者たちのギャラリー』
フィリップ・フック／著 （706.7 フ）

レンブラントを雇い、才

能を開花させた男、セ

ザンヌの市場価値をつ

くった男、ピカソらキュビ

ストを発見し、応援した

男…。サザビーズの競

売人が、美術史と美術

品の価値に影響を与え

た魅力的な画商たちを

紹介する。
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須賀敦子の本棚　２　 908 ｽ2

日本人のための声がよくなる「舌力」のつくり方　 809.2 ｼ トラブゾンの猫　 910.268 ｵ

おとなママの会話術　 809.2 ﾀ 漱石の家計簿　 910.268 ﾅ

人生は「声」で決まる　 809.2 ﾀ 氷室冴子　 910.268 ﾋ

必携！日本語ボランティアの基礎知識　 810.7 ﾅ サマータイムマシン・ブルース　 912.6 ｳ

旧字源　 811.2 ｱ たがめ・冬の川辺・蓬　 918.68 ｶ

『日本国語大辞典』をよむ　 813.1 ｺ 定本漱石全集　第１３巻 918.68 ﾅ13

身近な漢語をめぐる　 814 ｷ 定本漱石全集　第２０巻　 918.68 ﾅ20

定本漱石全集　第２１巻 918.68 ﾅ21

血の雫　 相場　英雄 ｱｲﾊﾞ

ことことこーこ　 阿川　佐和子 ｱｶﾞﾜ

対岸の家事　 朱野　帰子 ｱｹﾉ

天子蒙塵　第４巻 浅田　次郎 ｱｻﾀﾞ4

みなさんの爆弾　 朝比奈　あすか ｱｻﾋ

骸の鍵　 麻見　和史 ｱｻﾐ

帝都探偵大戦　　 芦辺　拓 ｱｼﾍﾞ

ゆっくり十まで　 新井　素子 ｱﾗｲ

インド倶楽部の謎　 有栖川　有栖 ｱﾘｽ
愛すること、理解すること、愛されること　 李　龍徳 ｲ

フーガはユーガ　 伊坂　幸太郎 ｲｻｶ

永遠についての証明　 岩井　圭也 ｲﾜｲ

大和維新　 植松　三十里 ｳｴﾏ

一緒にお墓に入ろう　 江上　剛 ｴｶﾞﾐ

あなた　 大城　立裕 ｵｵｼ

アリバイ崩し承ります　 大山　誠一郎 ｵｵﾔ

夏を取り戻す　 岡崎　琢磨 ｵｶｻﾞ

分かりやすい公用文の書き方　 816.4 ｲ いちごの唄　 岡田　惠和 ｵｶﾀﾞ

こんなに簡単！鈴木亮平の中学英語で世界一周！　837.8 ｽ 車輪の上　 乙武　洋匡 ｵﾄﾀ
はしからはしまで（みとや・お瑛仕入帖） 梶　よう子 ｶｼﾞ3

　８　　言　語

９　　文学史・詩・短歌・全集

９１３．６　　小説（赤色の枠線のラベル）

『山の上の家』
庄野 潤三／著 （910.268 シ）

今なお多くのファンをもつ、

庄野潤三。一家が暮らした

生田の山の上に立つ家の

風景を、豊富な写真で紹

介するほか、単行本未収

載の作品、全著作案内、

家族の原稿などを収録す

る。佐伯一麦の特別寄稿

も掲載。

『本当にある！変なことわざ図鑑』
森山 晋平／文 角 裕美／イラスト

（814.4 モ）

「海賊が山賊の罪をあげ

る」「食うた餅より心持ち」

「鷹のない国では雀が鷹を

する」…。テストにも出ない

し、仕事にも使えない、「変

なことわざ」３５７をイラスト

とともに紹介する。

『北のあけぼの』
沖藤 典子／著 （913.6 オキフ）

すべての財産を失い、漂

泊の晩年を生きたが、良き

仲間を得て網走に北海道

初の図書館をつくった先生

がいた－。開拓期に初等

教育の普及を目指した男、

安田貞謹の足跡を、孫で

ある著者が明らかにしたノ

ンフィクション・ノベル。
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絵里奈の消滅　 香納　諒一 ｶﾉｳ アンドロメダの猫　 朱川　湊人 ｼﾕｶ

チンギス紀　３　 北方　謙三 ｷﾀｶ3 春は始まりのうた　 小路　幸也 ｼﾖｳ

高天原－厩戸皇子の神話　周防　柳 ｽｵｳ

ランドスケープと夏の定理　 高島　雄哉 ﾀｶｼ

帝王の誤算　 鷹匠　裕 ﾀｶｼﾞ
新・水滸後伝　上下 田中　芳樹 ﾀﾅｶ1、2
まんぷく　上　 田渕　孝 ﾀﾌﾞﾁ１
東京輪舞（ロンド）　 月村　了衛 ﾂｷﾑ
白いジオラマ　 堂場　瞬一 ﾄﾞｳﾊﾞ

ジェラシー　 草凪　優 ｸｻﾅ

マトリョーシカ・ブラッド　 呉　勝浩 ｺﾞ

雛口依子の最低な落下と 呉　勝浩 ｺﾞ

　　やけくそキャノンボール　

梟の月　 小松　エメル ｺﾏﾂ

龍華記　 澤田　瞳子 ｻﾜﾀﾞ

どんまい　 重松　清 ｼｹﾞﾏ
草原のコック・オー・ヴァン（高原カフェ日誌） 柴田　よしき ｼﾊﾞﾀ2 特捜投資家　 永瀬　隼介 ﾅｶﾞｾ

その先の道に消える　 中村　文則 ﾅｶﾑ

ＴＡＳ特別師弟捜査員　 中山　七里 ﾅｶﾔ

幽霊たち　 西澤　保彦 ﾆｼｻﾞ

ＴＥＮ　 楡　周平 ﾆﾚ

大名絵師写楽　 野口　卓 ﾉｸﾞﾁ

バビロンの階段　 蜂須賀　敬明 ﾊﾁｽ

ねじれびと　 原　宏一 ﾊﾗ

十六枚の綾　 東館　千鶴子 ﾋｶﾞｼ

白の王　 廣嶋　玲子 ﾋﾛｼ
黄金の代償　 福田　和代 ﾌｸﾀﾞ

さよなら鹿ハウス　 丸尾　丸一郎 ﾏﾙｵ

帝都一の下宿屋　 三木　笙子 ﾐｷ

湖底の城　９巻 宮城谷　昌光 ﾐﾔｷﾞ9

野の春（流転の海） 宮本　輝 ﾐﾔﾓ9

猫は笑ってくれない　 向井　康介 ﾑｶｲ

想い人（あくじゃれ瓢六） 諸田　玲子 ﾓﾛﾀ6

『ドライブインまほろば』
遠田 潤子／著 （913.6 トオダ）

峠越えの旧道沿いにある、

ドライブインまほろば。そこ

に、「僕は父親を殺した」と

いう兄妹が現われ…。義父

を殺めた少年、幼い娘を

喪った女、親に捨てられた

男。３人の人生が交差した

とき、＜まほろば＞が見せ

た奇跡とは。

『オブジェクタム』
高山 羽根子／著 （913.6 タカヤ）

小学生の頃、祖父はいつ

も秘密基地で壁新聞を

作っていた。大人になった

今、記憶の断片をたどると、

ある事件といくつもの謎が

浮かんでは消え…。表題作

をはじめ、第２回林芙美子

文学賞受賞作「太陽の側

の島」など全３編を収録。

『じわじわ気になる

ほぼ１００字の小説』
北野 勇作／著 （913.6 キタノ）

なんだろう、この胸さわぎ

…。解決や結末のない短

い物語が、君の頭を刺激

する！ すぐに読めて

たっぷり楽しめる１００字

の小説１３０話を収録。Ｔ

ｗｉｔｔｅｒ連載の「ほぼ百字

小説」を書籍化。
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星のなまえ　 高橋　順子 ﾀｶﾊ

出会って別れて、なぜ悪い？　松尾　スズキ ﾏﾂｵ
すべての男は消耗品である。　最終巻 村上　龍 ﾑﾗｶ11

となりの脳世界　 村田　沙耶香 ﾑﾗﾀ

神様のいる街　 吉田　篤弘 ﾖｼﾀﾞ

「違うこと」をしないこと　 吉本　ばなな ﾖｼﾓ

種まく人　 若松　英輔 ﾜｶﾏ

空へブーンと。（つれづれノート） 銀色　夏生 ｷﾞﾝｲ33

ほんのきもち　 朝吹　真理子　他 ﾎﾝﾉ

嫁さんのガン闘病記　 加藤　政行 ｶﾄｳ1-22

出世ができずに「うつ」になった 寺島　はじめ ﾃﾗｼ7-4

　　中年ビジネスマンへ

荒波越えて（廻船料理なには屋） 倉阪　鬼一郎 ｸﾗｻ2

公卿の罠（公家武者信平） 佐々木　裕一 ｻｻｷ4

まぼろしの維新　 津本　陽 ﾂﾓﾄ

ラストライン　 堂場　瞬一 ﾄﾞｳﾊﾞ
狐の嫁入り（新・知らぬが半兵衛手控帖） 藤井　邦夫 ﾌｼﾞｲ6

バチカン奇跡調査官　１７ 藤木　稟 ﾌｼﾞｷ17

殲滅地帯（新・傭兵代理店） 渡辺　裕之 ﾜﾀﾅ6

人生の味わい方、打ち明けよう　 蔡　瀾 924 ﾁ

アイヌの神々の物語　 四宅　ヤエ 929.21 ｼ

イギリス文学を旅する６０章　　石原　孝哉 930.2 ｲ

ブラック・スクリーム　 ジェフリー・ 933 ﾃﾞ

　　ディーヴァー

変わったタイプ トム・ハンクス 933 ﾊ

ヴィクトリア朝怪異譚　 ウィルキー・コリンズ 933 ﾋﾞ

いにしえの魔術　 アルジャーノン・ 933 ﾌﾞ

　　ブラックウッド

グッバイ・クリストファー・ロビン　 アン・スウェイト 933 ﾐ

ドイツ職人紀行　 池内　紀 ｲｹｳ ダライ・ラマの猫　 デビッド・ミチー 933 ﾐ

辺境の路地へ　 上原　善広 ｳｴﾊ 鐘の音が響くカフェで　 ポール・ヴァッカ 953 ﾊﾞ
ヨーコさんの“言葉”（じゃ、どうする） 佐野　洋子 ｻﾉ 監禁面接　 ピエール・ルメートル 953 ﾙ

９１６　闘病記（からだナビ）

Ｂ　　文　庫

Ｂ　　文　庫

９１４．６　　エッセイ（灰色の枠線のラベル）

９　　外国文学

『妻が願った最期の「七日間」』
宮本 英司／著 （916 ミヤモ1）

出会ってから５２年、結婚

してから４５年。がんで亡く

なった妻・容子が綴った

「七日間」と題された詩。夫

である著者が『朝日新聞』

に投稿し、大きな反響を呼

び起こした詩の全文と、夫

婦が歩んできた道のりをま

とめる。
『鎌倉の家』

甘糟 りり子／著 （914.6 アマカ）

高い天井には太い梁、客

間には囲炉裏、庭に咲き

誇る四季の花々…。風情あ

る日本家屋で育った著者

が、鎌倉の魅力を鮮やか

に描いたエッセイ。『ＫＡＷ

ＡＤＥ Ｗｅｂ Ｍａｇａｚｉｎｅ』

連載に書き下ろしを加えて

単行本化。

『緑のなかで』
椰月 美智子／著 （913.6 ヤズキ）

啓太は家から遠く離れた

北の大地にあるＨ大学に

入学する。仲間たちと青春

を謳歌する彼のもとに、母

が失踪したと双子の弟、絢

太から連絡が入り…。青年

の成長と苦悩を描く。『小

説宝石』連載を単行本化。

ほか１編も併載。
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すごい！昆虫図鑑　 Y486 ｽ

感染症と私たちの歴史・これから　 Y493 ｲ

部活で吹奏楽トランペット上達ＢＯＯＫ Y763 ﾌﾞ

部活で吹奏楽ホルン上達ＢＯＯＫ Y763 ﾌﾞ

人生を変えるアニメ　 Y778 ｼﾞ

話したくなるオリンピックの歴史　 Y816 ﾋ

小論文これだけ！ Y780 ｺ

心に風が吹いてくる青春文学アンソロジー　 Y902 ｺ

Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ（十六歳の章） あさの　あつこ Y 913 ｱ7

少年Ｎのいない世界　０１～０４ 石川　宏千花 Y 913 ｲ1～4

きみの声をとどけたい　　 石川　学 Y913 ｲ

車夫　３　 いとう　みく Y913 ｲ3

ぼくは彼女のふりをする　 内田　裕基 Y913 ｳ

昨日の僕が僕を殺す 太田　紫織 Y913 ｵ

２．４３（春高編） 壁井　ユカコ Y913 ｶ
ポーラの戴冠式（デルフィニア戦記外伝） 茅田　砂胡 Y913 ｶ3

天使たちの課外活動　６ 茅田　砂胡 Y913 ｶ6

１４歳、明日の時間割　 鈴木　るりか Y913 ｽ

小説響－ＨＩＢＩＫＩ－　　 豊田　美加 Y913 ﾄ

アメリカン・アサシン　上下 ヴィンス・フリン 933 ﾌ1、2 紅霞後宮物語　第０幕３　 雪村　花菜 Y913 ﾕ2-3

ピラミッド　 ヘニング・マンケル 949.83 ﾏ ナイスキャッチ！　３ 横沢　彰 Y913 ﾖ3

忘霊トランクルーム　　 吉野　万理子 Y913 ﾖ

さよなら、スパイダーマン　 アナベル・ピッチャー Y933 ﾋﾟ

宮本武蔵　５上　 吉川　英治 L913.6ﾖｼｶ5-1

創造するということ　 Y002 ｿ

ロボットは東大に入れるか　 Y007 ｱ

１３歳からのもっと頭がよくなるコツ大全　 Y116 ｵ
一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 Y209 ﾔ

生きづらい明治社会　 Y210 ﾏ

議会を歴史する Y313 ｱ

先住民アイヌはどんな歴史を歩んできたか　　 Y316 ｻ

国境なき助産師が行く　 Y329 ｺ
臨床検査技師になるには（なるにはＢＯＯＫＳ） Y366 ﾅ112
バイオ技術者・研究者になるには（なるにはＢＯＯＫＳ） Y366 ﾅ151
学校図書館はカラフルな学びの場（なるにはＢＯＯＫＳ） Y366 ﾅ-ﾍﾞﾂ

女子のための「手に職」図鑑 Y366 ﾊ

早わかりＯｈ！仕事　 Y366 ﾊ

居場所がほしい　 Y371 ｱ

学校は行かなくてもいい Y371 ｵ

学校に行きたくない君へ　 Y371 ｶﾞ

読み書きは人の生き方をどう変えた？　 Y372 ｶ

イラストで学ぶスタディスキル図鑑　 Y375 ｲ

英語ナビ　 Y375 ｴ

クラーク記念国際高等学校ｂｙ　ＡＥＲＡ　 Y376 ｸ

教育学部（なるにはＢＯＯＫＳ　大学学部調べ） Y376 ﾀﾞ

図解身近な科学 Y404 ﾜ

１３歳からの研究倫理　 Y407 ｵ

Ｂ　　文　庫

Ｌ　　大活字

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/

『ぼくがスカートをはく日』
エイミ・ポロンスキー／著 （Y933 ポ）

今度、学校で演劇のオー

ディションが開催される。

ぼくは、女神の役をやりた

い。ぼくは、ただ、本物の

女の子になりたい－。自

分らしく生きる道を選択し

た、トランスジェンダーの

少年の姿を描く。

『パディントンベアの世界』
ジャパンタイムズ／編 （933 パ）

人間の言葉を話し、礼儀

正しく親切なクマのパディ

ントン。彼をとりまく人々や

作者マイケル・ボンドの足

跡、パディントンでたどるロ

ンドン街歩きなど、シリー

ズ生誕６０周年を迎えた、

パディントンの魅力が満載

のファンブック。
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