
　　　０　　総記・情報 どうする！？新型コロナ　（岩波ブックレット）081ｲ1026

京大総長、ゴリラから生き方を学ぶ 002.7 ﾔ 加害者家族を支援する　（岩波ブックレット）　081ｲ1027

驚異の量子コンピュータ 007.1 ﾌ

スマホの「わからない」「困った」すべて解決大事典 007.63 ｽ 　　１　　哲学・宗教
図書館概論 010 ｵ 孤独を生き抜く哲学 104 ｵ

図書館情報学基礎資料 010 ｺ マルクス・ガブリエル欲望の時代を哲学する　２ 104 ﾏ2

図書館・図書館学の発展 010.4 ﾄ いま死の意味とは 114.2 ｳ

図書館パートナーズのつくり方 015.8 ｵ

彼岸の図書館 016.29 ｱ

専門図書館探訪 018 ｱ
知的読解力養成講座 019.12 ﾜ

「日本が世界一」のランキング事典 031.5 ｲ

日本の最終講義 041 ﾆ

片手袋研究入門 049 ｲ

１分間本格教養 049 ｻ

だから僕は、ググらない。 141.5 ｱ

女性の生きづらさ 146 ﾉ

期待値を超える 159.4 ﾏ

知的再武装６０のヒント 159.79 ｲ

老いの器量 159.79 ｼ

宗教の現在地 160.4 ｲ

変貌する古事記・日本書紀 164.1 ｵ

全然、知らずにお参りしてた神社の謎（神話編） 175 ｺﾞ

奇妙な瓦版の世界 070.21 ﾓ 詳説日本仏教１３宗派がわかる本 182.1 ﾏ

強制不妊と優生保護法　（岩波ブックレット） 081ｲ1025 人生を楽しく過ごしなさい 188.44 ｻ

　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。

令和２年８月１日 発行

『野中モモの「ＺＩＮＥ」

小さなわたしのメディアを作る 』
野中 モモ／著 （051 ノ）

世界で一番小さなメディア

「ＺＩＮＥ」。自らＺＩＮＥを作り、

探し、紹介してきた著者が、

自身の経験や、ＺＩＮＥのとり

こになった人たちの声を伝

えながら、色鮮やかなＺＩＮＥ

の世界を紹介する。

『

『科学的に自分を変える３９の方法』
堀田 秀吾／著 （140.4 ホ）

落ち込みやすいなら「口角を

上げる」、集中力がないなら

「かわいい写真を見る」…。

心理学・脳科学・言語学など

の実験や観察で実証された

「科学的に自分を変える」具

体的なアクションを３９点紹

介する。
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寂庵コレクション　Ｖｏｌ．２ 188.44 ｾ2 地球の歩き方　Ｄ１１（台北） 290.93 ﾁ

空海の哲学 188.52 ﾀ 地球の歩き方　Ｄ２２（アンコール・ワットとカンボジア） 290.93 ﾁ

山室軍平 198.98 ﾑ 旧国名でみる日本地図帳 291.03 ｷ

東京（ココミル） 291.08 ｺ3-1

　　２　　歴史・伝記・地理 京都（ココミル） 291.08 ｺ5-1

暗記がいらない世界史の教科書 209 ｼﾞ 奈良（ココミル） 291.08 ｺ5-4

偽書が揺るがせた日本史 210.04 ﾊ 全国キャンプ場ガイド　西日本編 291.09 ｾﾞ

日本史を学ぶための図書館活用術 210.07 ﾊ 全国ＳＡ・ＰＡ道の駅ガイド　＇２０－＇２１ 291.09 ｾﾞ

近現代史からの警告 210.6 ﾎ コロンビア商人がみた維新後の日本 291.09 ﾀ

昭和史の本質 210.7 ﾎ 日本で最も美しい村オフィシャルガイド 291.09 ﾆ

鉄路の果てに 210.75 ｼ ＆ＴＲＡＶＥＬ北海道　２０２１ 291.1 ｱ

十勝開拓日記 211.30 ﾄ ソロタビ鎌倉・江の島 291.37 ｿ

椿井文書 216.05 ﾊﾞ おとなの旅と宿（伊豆・箱根・富士山） 291.54 ｵ

琉球王国の象徴　首里城 219.90 ﾄ

証言沖縄スパイ戦史 219.90 ﾐ 　　　　３　　社会科学・風俗・軍事
陸海の交錯 222.05 ﾀﾞ 　※「ビジネスコーナー」の本は７頁に掲載しています

ヒトラーへのメディア取材記録 234.07 ﾌﾞ 私が日本に住み続ける１５の理由 302.1 ｷﾞ

スペイン通史 236 ｶ

ヴァイキングの暮らしと文化 238.9 ﾎﾞ

清和天皇 288.41 ｶ

女帝小池百合子 289.1 ｺ

清水幾太郎 289.1 ｼ

ポスト・コロナ「新しい世界」の教科書 304 ﾀ

グラフと地図で知るこれからの２０年 304 ﾚ

伏魔殿 312.1 ﾌ

秘密資金の戦後政党史 315.1 ﾅ

卒寿の自画像 289.1 ﾅ 地方公務員フレッシャーズブック 318.3 ﾁ

ランスへの帰郷 289.3 ｴ インテリジェンスと保守自由主義 319.1 ｴ

マックス・ヴェーバー 289.3 ﾍﾞ 朝鮮半島と日本の未来 319.10 ｶ

光と虹と神話 290.9 ﾀ 目に見えぬ侵略 319.22 ﾊ

地球の歩き方　Ａ０６（フランス） 290.93 ﾁ 重要判例解説　令和元年度 320.98 ｼﾞ

地球の歩き方　Ｂ０７（ボストン） 290.93 ﾁ 司法通訳人という仕事 327.6 ｺ

地球の歩き方　Ｂ１１（シカゴ） 290.93 ﾁ 日本経済学新論 331.21 ﾅ

地球の歩き方　Ｂ２３（ペルー） 290.93 ﾁ 一人っ子政策と中国社会 334.32 ｺ

地球の歩き方　Ｃ１０（ニュージーランド） 290.93 ﾁ 保険ぎらい 339.4 ｵ

『ワイルドサイドをほっつき歩け』
ブレイディみかこ／著 （302.33 ブ）

恋と離婚、失業と抵抗。絶

望している暇はない。英国

ブライトン在住の著者が、

ＥＵ離脱、競争激化社会な

どの大問題に立ち上がる

中高年について綴る。ＰＲ

誌『ちくま』掲載に、現代英

国の世代、階級、酒事情

の解説を加える。

『辰野勇』
辰野 勇／著 （289.1 タ）

山登りは会社経営そのもの。

命を懸けた冒険からすべて

を学んだ。アウトドアメーカー

「モンベル」を一代で築いた

日本有数の登山家にして経

営者の辰野勇がその哲学を

語る。人生の先輩による語り

おろし自伝シリーズ。
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統計的な？ 350.1 ﾙ 「アレルギーにならない」子どもが育つ本 498.59 ｲ

ステレオタイプの科学 361.4 ｽ

暮らしとこころに風を入れる「家開き」術 365.3 ｲ 　　　５　　技術・工業
住まいの情報　令和２年度 365.31 ｽ 企業研究者のための人生設計ガイド 507 ｶ
壊されゆく子どもたち 367.68 ﾐ 入門知的財産法 507.2 ﾆ
老～い、どん！ 367.7 ﾋ 土木工学 510 ﾄﾞ
認知症の人と一緒に作るアルバム自分史 369.26 ｷ 土木設計競技ガイドライン・同解説＋資料集 510.91 ﾄﾞ
極限メシ！ 369.3 ﾆ 追いつめられる海 519.4 ｲ
学校でできる！性の問題行動へのケア 375.49 ｶﾞ 建築図法 525.18 ｻ
知的障害／発達障害のある子の育て方 378.6 ﾁ

愛着障害児とのつきあい方 378.8 ｵ

僕が手にいれた発達障害という止まり木 378.8 ﾔ

小学生からの知育大百科　２０２０完全保存版 379.9 ｼ

イングリッシュネス 382.33 ﾌ

ようかん 383.81 ﾄ

がっかりなファンタジーせいぶつ事典 388 ｶﾞ

　※「からだナビコーナー」の本は７～８頁に掲載しています

南極読本 402.97 ﾅ

紫外線の社会史 425.5 ｷ

花は自分を誰ともくらべない 470 ｲ

Ｃａｂｉｎ　Ｐｏｒｎ　Ｉｎｓｉｄｅ 527 ｸ

ロードバイクを自分で組む 536.86 ﾛ

「深層」カルロス・ゴーンとの対話 537.06 ｺﾞ

反原発運動四十五年史 539.09 ﾆ

次世代半導体素材ＧａＮの挑戦 549.8 ｱ

エンジョイ！クラフトビール 588.54 ﾏ

大人になったら、着たい服　２０２０春夏 589.2 ｵ

教養としてのスーツ 589.21 ｲ

文房具語辞典 589.73 ﾀ

おたのしみ歳時記 590 ｽ

もう「女の家事」はやめなさい 590.4 ｻ

夫婦１年目のお金の教科書 591 ｻ

カメの甲羅はあばら骨 481.1 ｶ 日本一わかりやすいお金の教科書 591 ﾌ

日本のカモメ識別図鑑 488.64 ｳ ＤＩＹ収納の作り方＆アイデア 592.7 ﾃﾞ
運動習慣ゼロの人のための疲れない！動けるカラダをつくるテク 498.3 ｱ 型紙いらずの浴衣リメイク 593.3 ﾏ

感染を恐れない暮らし方 498.3 ﾎ おんなの子とおとこの子の晴れの日と発表会の服 593.36 ｵ

名医が考えた認知症にならない最強の食事術 498.58 ｴ Ｊｏｙ　ｏｆ　Ｓｅｗｉｎｇ 593.36 ﾓ

医者が考案した究極のヨーグルト健康術 498.58 ｸ こもの作りの基礎ノート 594 ｺ
外食もお酒もやめたくない人の「せめてこれだけ」食事術 498.58 ｻ 初めてでもかんたん！年中使える手作りの通園通学グッズ　２０年版 594 ﾊ

週明け「満足サラダ」と週後半の「しっかりお肉」 498.58 ﾕ 福を招く干支のお針仕事 594 ﾌ

図解一生、医者いらずの食べ方 498.58 ﾜ 毎日使えるバッグ＆インテリアこもの 594 ﾌ

４　　自然科学・医学

『直しながら住む家』 （527 オ）

小川 奈緒／著 安彦 幸枝／写真

間取り図、費用のこと、こだ

わるべきポイント、設計の

プロのアドバイス…。リノ

ベーションで古い家を自分

らしくつくり変えるためのヒ

ントを紹介する。魅力的な

リノベーションを行った友人

の家づくりのストーリーも掲

載。

『動物たちが教えてくれた

「良い生き物」になる方法』
サイ・モンゴメリー／著 （480.4 モ）

古草 秀子／訳

動物たちは「良い生き物に

なる方法」を教えてくれた

「教師」だった。エミュー、オ

コジョ、キノボリカンガルー、

ミズダコなど、著者のこれま

での人生に影響をもたらし

た大切な動物たちの思い出

を描く。
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韓国かあさんの味とレシピ 596.22 ﾊ

フランス式おいしい調理科学の雑学 596.23 ﾙ

台湾オニギリ 596.3 ﾔ

ちいさな日本刺繡　花と植物 594.2 ｱ ａｎｄ　ＣＵＲＲＹの野菜が主役季節のカレー 596.37 ｱ

かぎ針で編むキッズリュック 594.3 ｶ 一生使える！野菜のおかず事典３００ 596.37 ｻ

カンタン！かぎ針編み子供が喜ぶ！キッズバッグ２４＋８ 594.3 ｶ やさいの常備菜 596.37 ｼ

刺しゅう糸で編むミニチュアお弁当 594.3 ｼ パワーサラダレシピ 596.37 ﾊﾟ

キラキラおとなバッグ 594.3 ﾅ スパイスカレー弁当 596.4 ｽ

今作りたいサコッシュ 594.7 ｲ 桃のお菓子づくり 596.65 ｲ

きょうのおやつ 596.65 ｲ

不思議なお菓子レシピ　サイエンススイーツ 596.65 ｵ

作ってあげたい子どものおやつ 596.65 ｸ

おいしいサブレの秘密 596.65 ｼ

ふわふわ、しっとり、とろけるシフォン 596.65 ﾅ

白あんでつくるあんの花が咲くお菓子 596.65 ﾌ

パウンド型で作るテリーヌ 596.65 ﾜ

ときめきが続く収納と部屋づくり 597 ﾀ

大丈夫！実家は片づけられます 597.5 ｺ

ウイルス・カビ毒から身を守る！ 597.9 ｳ

超★簡単声まね・音まねあそび 599 ｲ

育児書が教えてくれない育児のホント 599.04 ｱ

パパ離乳食はじめます。 599.3 ﾎ

　　　６　　産業・交通・通信
実践！地方創生の地域経営 601.1 ｵ
農業新技術　２０２０ 610.1 ﾄ
農業経済学 611 ｴ
２０３０年のフード＆アグリテック 611.7 ｻ

私たちのキルト 594.9 ｻ 図解よくわかるスマート農業 614.8 ﾐ
シルバニアファミリー着せかえソーイング 594.9 ｼ 世界からコーヒーがなくなるまえに 617.3 ﾚ
ぬいぐるみぽんぽん 594.9 ﾄ だれでも起業できる農産加工実践ガイド 619 ｵ
大人のひとつ結び＆おだんごヘアＢＯＯＫ 595.4 ｸ トリマーのための実践上達テクニック 645.6 ﾄ
あなたは髪を切らなくても変われる 595.4 ｺ どんな災害でもネコといっしょ 645.7 ﾄﾞ
ネイル大全 595.4 ﾈ

ありこんだて 596 ｱ

おかずチャートで迷わない！即決！晩ごはん 596 ｳ

うおつか流食べつくす！ 596 ｳ

ちょっとの丸暗記で外食レベルのごはんになる 596 ｺ

調味料保存＆使い切りのアイデア帖 596 ｼ

ひとり料理超入門 596 ﾁ

食材保存大全 596 ﾇ

すぐめし献立 596 ﾉ

本田さんちのおかずが美味しい理由（ワケ） 596 ﾎ

１人分のレンジ飯革命 596 ﾘ

毎日のごはんは、野菜で作っておくと肉・魚ですぐできる 596 ﾜ

渡辺有子の家庭料理 596 ﾜ

鎌倉だから、おいしい。 596.04 ｱ

フライパンで！時短和食 596.21 ｶ

魯山人の和食力 596.21 ｷ

『

『バッグ見本帖』
米田 亜里／著 （594.7 ヨ）

トートバッグ、ショルダー

バッグ、バッグインバッグ…。

同じデザインでサイズ違い

のもの、持ち手や袋口をア

レンジしたもの、他の素材

やパーツを使ってアレンジ

したものなど、全５８点の

バッグを紹介します。

『クリーンミート』
ポール・シャピロ／著 （648.2 シ）

鈴木 素子／訳

クリーンミートとは、細胞か

ら人工培養でつくる食肉の

こと。培養技術で肉をつく

れば、動物を飼育して殺す

よりも多くの資源を節減で

きる。細胞農業で畜産業を

根本から改革しようと立ち

上がった人々を描くノンフィ

クション。
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動物の看護師さん 649.81 ﾔ 人前で３分、あがらずに話せる本 809.4 ｶ

縁起のよい樹と日本人 653.21 ｱ 日本人が無意識に使う日本語が不思議すぎる！ 810.4 ｸ

山のクジラを獲りたくて 659 ﾀ 天声人語　２０２０春 837 ﾃ

日本貨物鉄道地図鑑 686.6 ｷ
おかあさんといっしょお兄さん・お姉さん大集合！699.68 ｵ

万葉集愛の１００首 911.12 ﾅ

あいちトリエンナーレ「展示中止」事件 706.9 ｵ

立花三将伝　 赤神　諒 ｱｶｶﾞ

ヒソップ亭 秋川　滝美 ｱｷｶ

あの子の殺人計画　 天祢　涼 ｱﾏﾈ

まだ温かい鍋を抱いておやすみ　 彩瀬　まる ｱﾔｾ
濱地健三郎の幽（かくれ）たる事件簿　有栖川　有栖 ｱﾘｽ

逆ソクラテス　 伊坂　幸太郎 ｲｻｶ

木になった亜沙　 今村　夏子 ｲﾏﾑ

さよなら願いごと　 大崎　梢 ｵｵｻ

漣のゆくえ（とむらい屋颯太） 梶　よう子 ｶｼﾞ2

結婚させる家　 桂　望実 ｶﾂﾗ

怖い患者　 久坂部　羊 ｸｻｶ

アパレル興亡　 黒木　亮 ｸﾛｷ

任俠シネマ　 今野　敏 ｺﾝﾉ

家族じまい　 桜木　紫乃 ｻｸﾗ

駆け入りの寺　 澤田　瞳子 ｻﾜﾀﾞ

スノードロップ　 島田　雅彦 ｼﾏﾀﾞ
イエロー・サブマリン（東京バンドワゴン） 小路　幸也 ｼﾖｳ15

業平 高樹　のぶ子 ﾀｶｷﾞ

星に仄めかされて　 多和田　葉子 ﾀﾜﾀﾞ

もっと知りたい浮世絵 721.8 ﾀ 透明な夜の香り　 千早　茜 ﾁﾊﾔ

ＡＫＩＲＡ　ＫＵＧＩＭＡＣＨＩ 721.9 ｸ

赤羽末吉 726.60 ｱ

ターシャ・テューダーを撮る喜び 726.60 ﾁ

極める！基礎習字練習帳 728 ｽ

キャパとゲルダ 740.25ｱ

動画編集＆ＤＶＤ作成プロ技ＢＥＳＴセレクション 746.7 ﾔ

北欧フィンランド配色ブック 757.3 ｼ

文化系のためのヒップホップ入門　３ 767.8 ﾊ3

日高晤郎フォーエバー 772.1 ｶ

三國連太郎、彷徨う魂へ 778.21 ｳ

『男はつらいよ』５０年をたどる。 778.21 ﾂ

イライラしたら豆を買いなさい 779.13 ﾊ

姿勢と動きの「なぜ」がわかる本 780.19 ﾂ

オリンピック・マネー 780.69 ｺﾞ

五輪と戦後 780.69 ﾖ

二流が一流を育てる 783.7 ｳ

７８歳ラリードライバー 788.7 ｽ

めざめよカラダ！“骨絡調整術” 789 ﾀ

藤田浩子の新聞紙・牛乳パック・おりがみでおはなし 798 ﾌ4 黙　 辻堂　魁 ﾂｼﾞﾄﾞ

世界一のプロゲーマーがやっている努力２．０ 798.5 ﾄ 迷子のままで　 天童　荒太 ﾃﾝﾄﾞ

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）
７　　芸術・スポーツ

『なんとかする工作』
青木 亮作／著 （750.4 ア）

「アイロンやってみたい」

「トイレしたくない」「誰か

の髪を切りたい」…。子ど

もから入る突然の発注に、

その場にあるものだけで

“なんとかした”とある父

の工作の記録。２６作品

を収録。インスタグラム掲

載を書籍化。

『あの日の交換日記』
辻堂 ゆめ／著 （913.6 ツジド）

交換日記、全部読みました。

そして、思い出しました…。

噓、殺人予告、そして告白

…。さまざまな立場のふたり

が紡ぐ7篇の日記が謎を呼

び、そしてある真相へ繫

がっていく…。驚くべき仕掛

けとその後の感動が綴られ

たミステリ。
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空の声　 堂場　瞬一 ﾄﾞｳﾊﾞ 冬の虹（切り絵図屋清七） 藤原　緋沙子 ﾌｼﾞﾜ6

銀花の蔵　 遠田　潤子 ﾄｵﾀﾞ 活版印刷三日月堂　５、６ ほしお　さなえ ﾎｼｵ5、6

東京オリンピックの幻想 西村　京太郎 ﾆｼﾑ 炎より熱く 矢口　敦子 ﾔｸﾞﾁ

あしたの華姫 畠中　恵 ﾊﾀｹ 婚活食堂　２ 山口　恵以子 ﾔﾏｸﾞ2

おおきな森 古川　日出男 ﾌﾙｶ

妖（あやかし）の掟 誉田　哲也 ﾎﾝﾀﾞ

江戸の夢びらき 松井　今朝子 ﾏﾂｲ 道行きや 伊藤　比呂美 ｲﾄｳ
鴻上尚史のもっとほがらか人生相談 鴻上　尚史 ｺｳｶ

根に帰る落葉は 南木　佳士 ﾅｷﾞ

村上Ｔ 村上　春樹 ﾑﾗｶ

猫を棄てる 村上　春樹 ﾑﾗｶ

帰ってきた日々ごはん　６ 高山　なおみ ﾀｶﾔ6

富士日記を読む ﾌｼﾞﾆ

私の脳を返して 中川　護 ﾅｶｶﾞ

兄の終い　 村井　理子 ﾑﾗｲ

保健室のアン・ウニョン先生チョン　セラン 929.13 ﾁ

月のケーキ ジョーン・エイキン 933 ｴ

あの本は読まれているか ラーラ・プレスコット 933 ﾌﾟ

持続可能な魂の利用　 松田　青子 ﾏﾂﾀﾞ リスからアリへの手紙 トーン・テレヘン 949.33 ﾃ

縄紋　 真梨　幸子 ﾏﾘ はじめに財布が消えた… マーシャ・トラウブ 983 ﾊ

スカーレット　下 水田　静子 ﾐｽﾞﾀ2

カケラ　 湊　かなえ ﾐﾅﾄ

きたきた捕物帖　 宮部　みゆき ﾐﾔﾍﾞ

心にいつも猫をかかえて　 村山　早紀 ﾑﾗﾔ

告解　 薬丸　岳 ﾔｸﾏ

こんぱるいろ、彼方　 椰月　美智子 ﾔｽﾞｷ

永遠の夏をあとに　 雪乃　紗衣 ﾕｷﾉ

完本人形佐七捕物帳　２ 横溝　正史 ﾖｺﾐ2

十三階の血 吉川　英梨 ﾖｼｶ

妖し 恩田　陸　他 ｱﾔｼ

リハーサル 五十嵐　貴久 ｲｶﾞﾗ

リメンバー 五十嵐　貴久 ｲｶﾞﾗ

日雇い浪人生活録　８ 上田　秀人 ｳｴﾀﾞ8

汝（きみ）よさらば　３ 門田　泰明 ｶﾄﾞﾀ3

無愧（蘭方医・宇津木新吾） 小杉　健治 ｺｽｷﾞ10

遺文（蘭方医・宇津木新吾） 小杉　健治 ｺｽｷﾞ11

新酒番船 佐伯　泰英 ｻｴｷ

左遷捜査　３ 翔田　寛 ｼﾖｳ3

ザ・ボーダー　上下 ドン・ウィンズロウ 933 ｳ1、2

Ｂ　　文　庫

Ｂ　　文　庫

Ｂ　　文　庫

９１６　　記録・手記（緑色の枠線のラベル）

９１５．６　　日記（黄色の枠線のラベル）

９　　外国文学

９１４．６　　エッセイ（灰色の枠線のラベル）

『ヴァイオリン職人と

消えた北欧楽器』
ポール・アダム／著 （933 ア）

青木 悦子／訳

ヴァイオリン職人ジャンニ

のかつての教え子でノル

ウェー人のリカルドが殺

害され、その楽器が奪わ

れた。謎を追いジャンニ

はノルウェーへ旅立ち…。

＜ヴァイオリン職人＞シ

リーズ第３作。著者書き

下ろしの日本オリジナル

作品。

『イヴの末裔たちの明日』
松崎 有理／著 （913.6 マツザ）

自分は未来人だと主張し、

材料も資金も足りない刑務

所内で、未来に帰るための

タイムマシン製造に勤しむ

受刑者のかなしい決断…。

さまざまな“極限”に直面し

た人々がそれぞれ選びとる、

未来の物語。全5編を収録。
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生きるか死ぬかの町長選挙 ジャナ・デリオン 933 ﾃﾞ3 会社のきれいなやめ方 366.2 ﾍﾞ

（ワニの町へ来たスパイ） 女性の職業のすべて 366.29 ｼﾞ

自分らしく働くＬＧＢＴの就活・転職の不安が解消する本 366.29 ﾎ

ポートフォリオワーカー 366.29 ﾏ

インターネットビジネスの著作権とルール 021.2 ｲ 最新医療事務のすべてがわかる本 498.16 ｻ

自分を活かし成果を出すドラッカーの言葉 159.4 ｸ 最新地域商社の基本と仕組みがよ～くわかる本 601.1 ﾅ
知らないじゃすまされない！中小企業のための改正民法の使い方 324.52 ｱ

必ず取れる経営管理ビザ！外国人会社設立ガイド 325.2 ｺ

合同会社設立・登記・運営がまるごとわかる本 325.22 ｺﾞ

働き方改革法、会社法改正に対応！ 335 ﾊ

最新会社法務の基本と実務

起業をするならこの１冊 335 ﾏ

会社で役立つ日常業務の法律知識 335 ﾔ

ＷＨＯ　ＹＯＵ　ＡＲＥ 335.13 ﾎ

今日からできる！小さな会社のＳＤＧｓ 335.15 ﾑ

日本企業の勝算 335.21 ｱ
家族経営の法律・税金Ｑ＆Ａ 335.3 ｶ
日本でいちばん大切にしたい会社　７ 335.35 ｻ7
最近の企業不祥事 335.43 ｶ
見るだけでわかる！ビジネス書図鑑 336 ｱ
基本と実務がよくわかる小さな会社の総務・労務・経理 336 ｷ
ゼロからはじめるプロ経営コンサルタント入門 336 ｾﾞ
プロジェクト進行の技術が身につく本 336 ﾏ
ビジネスデザイン 336.1 ﾊ
こじらせ仕事のトリセツ 336.2 ｲ

ビジネス英語フレーズ３２００ 670.93 ﾋﾞ

最新小売業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 673.7 ﾋ

最新人材ビジネスの動向とカラクリがよ～くわかる本 673.93 ﾄ

会社のＳＮＳ担当になったらはじめに読む本 675 ｵ

売上がグングン伸びるパッケージ戦略 675.18 ﾏ

図解よくわかるこれからの貿易 678.4 ﾀ

　　

１１９番と平穏死 490.15 ﾅ

ホリスティック医学入門 490.4 ﾌ

生薬と漢方薬の事典 490.9 ﾀ

舌を鍛えれば肺炎は防げる！ 491.34 ﾐ

医師がすすめる糖尿病に効く 493.12 ｲ

＜たんぱく質たっぷり・糖質ちょいオフ＞レシピ１２０

現場で役立つ！介護職のための薬の知識 493.18 ﾀ

心臓病 493.23 ｼ

オムロンヘルスケアの社員食堂レシピ 493.25 ｵ

肺がん 493.38 ﾂ

慢性閉塞性肺疾患ＣＯＰＤの安心ごはん 493.38 ﾏ

労使トラブルを防ぐための雇用契約書の作り方・活用法 336.42 ﾎ Ｂ型肝炎被害とは何か 493.47 ﾋﾞ

治療と就労の両立支援ガイダンス 336.48 ｴ 「依存症」から立ち直るための本 493.74 ｲ

はじめての簿記入門 336.91 ﾊ 図解鎌田實医師が実践している認知症にならない２９の習慣 493.75 ｶ

社会保険事務最強ガイド 364.3 ｻ 「片づけられない…」をあきらめない！ 493.76 ﾆ

チャート労働基準法 366.15 ﾁ ウイルス対策ＢＯＯＫ 493.87 ｳ

「ビジネス」コーナー

「からだナビ」コーナー

『イマドキ女性管理職の働き方』
麓 幸子／著 （336.3 フ）

昇進を前に悩む女性たち

に向けて、元『日経ウーマ

ン』編集長が、長年にわた

り取材してきたたくさんの女

性管理職の事例、自分自

身の体験から見つけ出した

ノウハウやソリューション、

情報を紹介する。

『農業で社長！』 （611.7 ノ）

農業経営を法人化し、大

規模化、多角化、効率化

等に取り組む農業経営者

=社長たちをレポート。池

井戸潤(作家)と山田敏之

(日本農業法人協会会長)

の対談、三浦瑠麗(国際

政治学者)と若手農業経

営者の座談会なども収録。
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こどもの摂食障害 493.93 ｲ

乳幼児ワクチンと発達障害 493.93 ｳ

最新がん・部位別治療事典 494.5 ｺ

その症状、がんのサインかもしれません 494.5 ｻ

がんで不安なあなたに読んでほしい。 494.5 ｼ
世界中の医学研究を徹底的に比較してわかった最高のがん治療 494.5 ｾ
腰痛・肩こり・関節痛治療の組み合わせで痛みは１／１０になる 494.7 ｺ
心療内科医が教える疲れとストレスからの回復ごはん 495 ﾋ

プレ更年期の漢方 495.13 ﾌﾟ

骨盤底筋の使い方 495.47 ﾏ

不育症学級 495.6 ｽ

鼻・のどの病気は免疫ビタミンでよくなっていく 496.6 ｲ

０歳からの歯育て 497.7 ｼ

医療事故の法律相談 498.12 ｲ

レオナルド・ダ・ヴィンチ Y 702 ｲ

本好きの下剋上　第５部２ 香月　美夜 Y 913 ｶ5-2

美少年蜥蜴（光編） 西尾　維新 Y 913 ﾆ

無限の中心で まはら　三桃 Y 913 ﾏ

パディントン　２ DG 778.2 ﾊﾟ2

ざんねんないきもの事典 DA 778.3 ｻﾞ

日本の昔ばなし〔２－１〕（ふるさと再生） DA 778.3 ﾆ2-1

日本の昔ばなし〔２－２〕（ふるさと再生） DA 778.3 ﾆ2-2

日本の昔ばなし〔２－３〕（ふるさと再生） DA 778.3 ﾆ2-3

禁煙学 498.32 ｷ 日本の昔ばなし〔２－４〕（ふるさと再生） DA 778.3 ﾆ2-4

日本の昔ばなし〔２－５〕（ふるさと再生） DA 778.3 ﾆ2-5

日本の昔ばなし〔２－７〕（ふるさと再生） DA 778.3 ﾆ2-7

舌はないけど　がんと生きる 494.5 ｱ1 日本の昔ばなし〔２－８〕（ふるさと再生） DA 778.3 ﾆ2-8

空の上から見ているよ いずみ　ゆみ ｲｽﾞﾐ6-14 日本の昔ばなし〔２－９〕（ふるさと再生） DA 778.3 ﾆ2-9

几帳面だと思っていたら 菊晴 ｷｸﾊ7-6 日本の昔ばなし〔２－１０〕（ふるさと再生） DA 778.3 ﾆ2-10

心の病気になっていました 日本の昔ばなし〔２－１１〕（ふるさと再生） DA 778.3 ﾆ2-11

病婚生活 宮滝　桜 ﾐﾔﾀ3-118 日本の昔ばなし〔２－１２〕（ふるさと再生） DA 778.3 ﾆ2-12

未来のミライ　 DA 778.3 ﾐ

ネットとＳＮＳを安全に使いこなす方法 Y 007 ｽ

高校生と考える日本の論点２０２０－２０３０ Y 041 ｺ

１０代から考える生き方選び Y 159 ﾀ

禅ってなんだろう？ Y 188 ｲ

議会制民主主義の活かし方 Y 313 ﾇ

「さみしさ」の力 Y 371 ｴ

ア　ニ　メ

「闘病記」コーナー

Ｄ　　ＤＶＤ

Ｙ　　ヤングアダルト

洋　画

〒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/

『繊細すぎてしんどいあなたへ』
串崎 真志／著 （Ｙ498 ク）

怒っている人が怖い、教室

に居づらい…。繊細な気持

ちに悩む若い人のために、

繊細な性格の特徴と、そ

れがどう長所になるかを解

説。生きづらさや傷つきや

すさを最小限に抑え、生き

る力として活かす方法をア

ドバイスする。

『こんにちは、保健師です』
池田 香理／著 （498.14 イ）

保健師と看護師はどう違う

の? どんなところで働いて

いるの? どうやったら保健

師になれるの? 保健師とい

う仕事の楽しさや大変さ、

やりがい、そして日本人の

健康に対する意識などを

まとめる。
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