
　　　０　　総記・情報 死は存在しない 147 ﾀ
すぐに役立つ電子商取引から削除請求まで図解と 007.3 ｽ 幸福学の先生に、聞きづらいことぜんぶ聞く　 151.6 ﾏ

Ｑ＆Ａでわかる最新ネットトラブルをめぐる法律とトラブル解決法　 テレフォン人生相談（心の仮面をはずそう） 159 ｶ

ＡＩとオープンソースで真贋を見る目を養う 007.3 ﾀ 生き方の哲学 159 ﾆ

超デジタル世界 007.3 ﾆ ハイパフォーマー思考 159.4 ﾏ

老害の壁　 159.79 ﾜ

６０歳からはやりたい放題 159.79 ﾜ

信じる者は、ダマされる。 169.21 ﾀ

統一教会との闘い 169.21 ﾄ

比叡山大阿闍梨　心を掃除する 188.44 ﾐ

やまと尼寺精進日記　３ 188.69 ﾆ3

　　２　　歴史・伝記・地理
日本史を暴く 210.47 ｲ

中国全史　上、下 222.01 ｳ1、2

図解！Ｇｏｏｇｌｅスプレッドシートのツボと 007.63 ﾔ

コツがゼッタイにわかる本

人生を変える！５０歳からのライター入門 021.3 ｼ

編集者ディドロ　 035ｽ

「情報自由法」で社会を変える！（岩波ブックレット）081ｲ1073

ＨＳＰブームの功罪を問う（岩波ブックレット）　 081ｲ1074

　　１　　哲学・宗教
日本語からの哲学 104 ﾋ

哲学の門前　 104 ﾖ

夫婦のトリセツ 143.1 ｸ 中世イングランドの日常生活 233.04 ﾏ

かなしみとともに生きる 146.8 ﾎ 図説ポルトガルの歴史 236.9 ｷ

　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５年３月１日 発行

『データサイエンス』
生田目 崇／著 （007.60 ナ）

ビッグデータを収集・処

理・加工・分析することで、

有用な「価値」を引き出す

データサイエンス。統計

学の観点から、収集 ・処

理・加工されたデータを分

析する手法を具体例に

沿って解説。活用事例な

どもわかりやすく紹介する。

『一冊でわかるタイ史』
柿崎 一郎／著 （223.7 カ）

ドヴァーラヴァティ、アユ

タヤー朝、山田長政、バ

ウリング条約、暴虐の五

月事件…。タイの歴史を、

イラストや地図を交えて

わかりやすく解説する。
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「いま」を考えるアメリカ史　 253 ﾌ 分断の克服１９８９－１９９０ 319.34 ｲ

すばらしい失敗 289.1 ｶ ウクライナ戦争 319.38 ｺ

「ふたつの悲しみ」秘話 289.1 ｽ プーチン戦争の論理 319.38 ｼ

田中耕太郎 289.1 ﾀ 世界から戦争がなくならない本当の理由 319.8 ｲ
単独世界一周フライトを成し遂げた 289.1 ﾏ

隻眼のパイロットが語る「夢を実現するための方程式」　

三流シェフ　 289.1 ﾐ

小布施・長野（ことりっぷ） 291.08 ｺ3-16

由布院・黒川温泉（ことりっぷ） 291.08 ｺ7-5

茨城　＇２３（まっぷるマガジン） 291.31 ｲ

愛媛　２０２２（まっぷるマガジン） 291.83 ｴ

るるぶ長崎　＇２４ 291.93 ﾙ

るるぶ熊本阿蘇天草　＇２３ 291.94 ﾙ

オーストラリア大全 297.1 ﾀ

　　　　３　　社会科学・風俗・軍事

地図で見るヨーロッパハンドブック　 302.3 ﾃ

日本の論点（２０２３～２４） 304 ｵ

力と交換様式　 304 ｶ

自由の奪還 304 ｼﾞ

実践行動経済学 331 ｾ

ケインズ全集　第２０巻 331.74 ｹ20

経済がわかる論点５０（２０２３） 332.10 ﾐ

太陽の子 334.44 ﾐ

男性中心企業の終焉 336.4 ﾊ

職場の困った人対応マニュアル 336.49 ｴ

会話でスッキリ電帳法とインボイス制度のきほん 336.98 ｺ

日本貨幣カタログ（２０２３） 337.21 ﾆ

世界インフレと戦争 337.9 ﾅ

６０歳を過ぎたらやってはいけない資産運用　 338.18 ﾆ

政府債務　 341 ﾓ

あなたの確定申告（令和５年申告用） 345.33 ｱ

年金生活者・定年退職者のためのいちばん親切な 345.33 ﾀ

確定申告の本（令和５年３月１５日締切分）

嫌われない断り方６９フレーズ　 361.45 ｲ

聞く技術聞いてもらう技術 361.45 ﾄ

悪魔の傾聴 361.45 ﾅ

文藝春秋オピニオン２０２３年の論点１００ 304 ﾌﾞ なぜ、あの人には何でも話してしまうのか 361.45 ﾔ

アゲインスト・デモクラシー　上、下 311.7 ﾌﾞ1、2 超一流の会話力　 361.45 ﾜ

７・８元首相銃撃事件何が終わり、何が始まったのか？　312.1 ﾅ 自己啓発の罠 361.5 ｸ

さらば、男性政治 312.1 ﾐ マンション判例百選 365.35 ﾏ

ヤジと民主主義　 316.1 ﾎ 自分も傷つきたくないけど、他人も傷つけたくないあなたへ　 367.1 ｱ

政治と宗教 316.2 ｼ 老いを楽しく手なずけよう 367.7 ﾖ

おとなは子どもにテロをどう伝えればよいのか　 316.4 ﾍﾞ 母という呪縛　娘という牢獄　 368.61 ｻ

市民は行政と協働を創れるか 318 ｶ フリースクールを考えたら最初に読む本　 371.42 ｲ

中国・ロシアに侵される日本領土　 319.1 ﾔ 学校安全のリデザイン 374.92 ﾐ

　※「ビジネスコーナー」の本は６～７頁に掲載しています

『ボーダー』
佐々 涼子／著 （329.94 サ）

命からがら、日本にたどり

着いた難民たちを、私た

ちはどう受け入れてきた

のか？難民の受け入れ、

入管の改善のために闘い

続ける難民弁護士の奮

闘の日々を、在留外国人

への取材とともに綴る。

『今日拾った言葉たち』
武田 砂鉄／著 （304 タ）

気鋭のライターが、新聞、

テレビ、ラジオ、書籍、雑

誌、ＳＮＳなどから、心の

網にかかった言葉を拾い

上げ、その裏に隠れた本

質に根気よく迫る社会批

評集。
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だれが校則を決めるのか 375.2 ｳ 　　　５　　技術・工業
家庭で育てる発達が気になる子の実行機能　 378.8 ｶ 水道を救え 518.1 ｶ

一生頭がよくなり続けるすごい脳の使い方 379.7 ｶ ぜんぶ絵でわかる　１、２ 520 ｲ1、2

親子の「どうしても起きられない」をなくす本 379.9 ﾐ 小さな家のすごい工夫 527.1 ﾁ

沖縄の食文化 383.81 ﾎ 日本全国タイル遊覧 529 ﾖ

「電気、マジわからん」と思ったときに読む本　 540 ﾀ

電線の恋人　 541.62 ｲ

スパコン富岳の挑戦 548.29 ﾏ

現代版真空管入門 549.4 ﾔ

北海道のワイナリー５０　 588.55ｱ

弱い力でも使いやすい頼もしい文具たち　 589.73 ﾅ

今やるのが、いちばんハヤイ！人生が整う「小片づけ」　 590 ｲ

井田家の４０年　暮らしとお金のありのまま　590 ｲ

８５歳、「好きなこと」を続けるごきげん暮らし　 590.4 ｵ

パックン式お金の育て方 591 ﾊ

定年後ずっと困らないお金の話 591 ﾖ

私たちの欲しい和布の洋服 593.36 ｵ

気軽に作れるコートとはおりもの 593.36 ｷ

ｍｉｎｉｍｏｆｕｕ　ｔｏｙのフェルトで作る、１２ケ月の飾り 594 ﾐ

かわいいかぎ針編みリカちゃんが着る世界の民族衣装　 594.3 ｶ

古着で作るぬいぐるみ　 594.9 ｶ

語りかけるキルトの小もの 594.9 ｻ

ブルックリンでソロめし！ 596 ｵ

日本を味わう３６６日の旬のもの図鑑　 596 ｺ

村八分 384.1 ｺ ササッとつくれて、ちゃんとおいしい！ひとり分おかず１６０ 596 ｻ

基地はなぜ沖縄でなければいけないのか 395.39 ｶ à　ｔａｂｌｅ　ＳＨＩＭＡ　ｖｏｌ．０２、０３ 596 ﾀ2、3

超絶ラクしてほめられる！だけメシ 596 ﾁ

世界を支えるすごい数学 410.4 ｽ

量子の世界をみる方法「スピン」とは何か 421.3 ﾑ

雪崩教本 451.66 ﾅ

山火事と地球の進化　 457.7 ｽ

コード・ブレーカー　上、下 467.25 ｱ1、2

苦しいとき脳に効く動物行動学 481.78 ｺ

「死んだふり」で生きのびる 481.78 ﾐ

神々の復讐 489.57 ﾅ

ヤバすぎる毒の図鑑 491.59 ﾔ

小説みたいに楽しく読める免疫学講義　 491.8 ｺ

ＤＭＡＴ看護師になりたい 492.91 ﾃﾞ

水俣病闘争史　 493.15 ﾖ

医事法判例百選 498.12 ｲ

肩甲骨はがし 498.3 ｴ

Ａｌｌ　Ａｂｏｕｔ　ＴＥＮＴ　ＳＡＵＮＡ 498.37 ｵ

８０歳でも脳が老化しない人がやっていること　498.39 ﾆ

フードリテラシーを高めよう！ 498.5 ｼ

１日１杯血液のおそうじスープ 498.58 ｸ いたわりごはん 596 ﾊ

チャイルド・デス・レビュー 498.7 ﾌ 世界一簡単なしないレシピ 596 ﾋ

Ｍｉｚｕｋｉの味つけ黄金比率 596 ﾐ

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

『民具のデザイン図鑑』（383.93 ミ）

武蔵野美術大学民俗資料室／編

加藤 幸治／監修

身近な素材を使い、くらし

の道具として形づくられた

民具。武蔵野美術大学で

教鞭をとった民俗学者・

宮本常一の研究活動に

端を発し、民俗資料室に

収集されてきたさまざまな

民具を、造形デザインの

観点から読み解く

『おかずはスープだけ』
堤 人美／著 （596 ツ）

わかめと牛肉の韓国風

スープ、鶏だんごととうが

んのしょうがスープ…。ご

はんに合う、おかずにな

るスープの本。焼いて炒

めてオイルでコクを出す

スープと、変化させて３日

楽しむスープのレシピを

紹介します。
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村上祥子８０歳私がいつも食べている季節の保存食　 596 ﾑ 内藤ルネキャラクターＢＯＯＫ　 757.08 ﾅ

一年中冷え知らずごはん 596 ﾜ ３色だけでセンスのいい色（ＰＡＲＴ２） 757.3 ｲ2

町中華の丸かじり 596.04 ｼ

からだがよろこぶ副菜 596.37 ｻ

パリの菜食生活 596.37 ﾊ

はじめまして、おやつ 596.65 ﾜ

より少ない家大全 597.5 ﾍﾞ

「ついで掃除」できれいが続く 597.9 ｲ

管理栄養士あおいさんの子ども完食！ママらく献立 599.3 ｱ

そのとき、日本は何人養える？ 611.3 ｼ

今日からはじめる農家の事業承継 611.7 ｲ

知らなきゃ損する新農家の税金 611.83 ｼ

農家はもっと減っていい 612.1 ﾋ

農家が教えるイモのビックリ栽培 616.8 ﾉ

バニラの歴史 617.6 ｱ

最新農業技術野菜　ｖｏｌ．１５ 626 ｻ15

歌謡曲のすべて　下（２０２３年度改訂版） 767.8 ｶ2

生きてりゃ踊るだろ　 769.1 ﾂ

教養としての能楽史 773.2 ﾅ

ポワロと私 778.23 ｽ

松村邦洋今度は「どうする家康」を語る 778.8 ﾏ

笑い神 779.14 ﾅ

最新テニスの栄養学 783.5 ﾀ

勝つ！卓球シェークハンドの戦い方 783.6 ｶ

野球解析図鑑 783.7 ｶ

仙台育英日本一からの招待 783.7 ｽ

スキーレベルアップバイブル正しい技術で完全走破！784.3 ｽ

ハンモックハイキング 786.4 ﾆ

品格語辞典　 813.5 ﾋ

教養としての上級語彙 814 ﾐ

ファーストペンギン 660.67 ﾂ

東京ディズニーランドパーフェクトガイドブック（２０２３） 689.5 ﾄ

土偶美術館　 702.12 ｵ

ウクライナ美術への招待 702.38 ｳ

暁斎絵本　 721.9 ｶ

みるみるわかる「西洋絵画の見方」　 723.05 ﾂ

ＩＭＡＧＩＮＡＲＩＵＭ　 726.5 ｼﾞ

土門拳の風貌　 748 ﾄﾞ

五島列島 748 ﾔ

まだ見ぬソール・ライター　 748 ﾗ

６　　産業・交通・通信

７　　芸術・スポーツ　

８　　言　語　

『君のいた時間』
伊集院 静／著 （645.6 イ）

出逢えば別れは必ずやっ

て来る。それでも出逢った

ことが生きてきた証しであ

るならば、別れることも生

きた証しなのだろう…。愛

するペットを失ったすべて

の人へ送るエッセイ集。

『更に、古くて素敵な

クラシック・レコードたち』
村上 春樹／著 （760.8 ム2）

村上春樹のクラシック音

楽談義第２弾。１０４曲の

クラシック音楽を取り上げ、

さまざまな演奏家・指揮

者のアナログ・レコードを

紹介し、それぞれの演奏

の特質について語る。
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カサンドラのティータイム　 櫻木　みわ ｻｸﾗ

小説作法の奥義　 901.30 ｱ 樹林の罠（道警シリーズ） 佐々木　譲 ｻｻｷ

女を書けない文豪たち 910.26 ﾃﾞ 百島王国物語　２ 佐藤　二葉 ｻﾄｳ2

いちにち、古典 910.4 ﾀ ばくうどの悪夢　 澤村　伊智 ｻﾜﾑ

和歌文学大系　３１、３３ 911.10 ﾜ31、33 分岐駅まほろし　 清水　晴木 ｼﾐｽﾞ

角川俳句大歳時記（冬） 911.30 ｶ4 踏切の幽霊　 高野　和明 ﾀｶﾉ

角川俳句大歳時記（新年） 911.30 ｶ5 めぐみの家には、小人がいる。　滝川　さり ﾀｷｶﾞ

うま 912.6 ｲ 風の値段　 堂場　瞬一 ﾄﾞｳﾊﾞ

世はすべて美しい織物　 成田　名璃子 ﾅﾘﾀ

名探偵外来 似鳥　鶏 ﾆﾀﾄﾞ

夜想交叉路　 青山　繁晴 ｱｵﾔ 君の教室が永遠の眠りにつくまで　 鵺野　莉紗 ﾇｴﾉ

友よ　 赤神　諒 ｱｶｶﾞ 半月の夜　 野沢　直子 ﾉｻﾞﾜ

ひとり旅日和　４ 秋川　滝美 ｱｷｶ4 十二月の辞書　 早瀬　耕 ﾊﾔｾ

妖の絆　 誉田　哲也 ﾎﾝﾀﾞ

最後のひと　 松井　久子 ﾏﾂｲ

小説作法の殺人　 免条　剛 ﾒﾝｼﾞ

罪の境界　 薬丸　岳 ﾔｸﾏ

すべてのことはメッセージ 山内　マリコ ﾔﾏｳ

　小説ユーミン　

私のことだま漂流記　 山田　詠美 ﾔﾏﾀﾞ

中庭のオレンジ　 吉田　篤弘 ﾖｼﾀﾞ

大河の剣　６ 稲葉　稔 ｲﾅﾊﾞ6

ハートフル・ラブ 乾　くるみ ｲﾇｲ

陰戦（高家表裏譚） 上田　秀人 ｳｴﾀﾞ6

わるじい慈剣帖　１０ 風野　真知雄 ｶｾﾞﾉ10

思い出リバイバル　 彩坂　美月 ｱﾔｻ

南海ちゃんの新しいお仕事 新井　素子 ｱﾗｲ

李良枝セレクション　 李　良枝 ｲ

一睡の夢 伊東　潤 ｲﾄｳ

この世の喜びよ　 井戸川　射子 ｲﾄﾞｶﾞ

キッチンが呼んでる！　 稲田　俊輔 ｲﾅﾀﾞ

継ぐ者　 上田　秀人 ｳｴﾀﾞ

家康の海　 植松　三十里 ｳｴﾏ

骨灰　 冲方　丁 ｳﾌﾞｶ

ワンダーランド急行　 荻原　浩 ｵｷﾞﾜ

鎌倉駅徒歩８分、空室あり　越智　月子 ｵﾁ

江戸一新　 門井　慶喜 ｶﾄﾞｲ

奸計の遁走曲 ｶﾝｹ

バッド・コップ・スクワッド　 木内　一裕 ｷｳﾁ

ニャタレー夫人の恋人 菊池　良 ｷｸﾁ 牛の首 小松　左京 ｺﾏﾂ

タイム・オブ・デス、 窪　美澄 ｸﾎﾞ 荒ぶるや（空也十番勝負） 佐伯　泰英 ｻｴｷ11

デート・オブ・バース　 淡雪の記憶（神酒クリニックで乾杯を） 知念　実希人 ﾁﾈﾝ2

９　　文学史・詩・短歌・全集

９１３．６　　小説（赤色の枠線のラベル）

Ｂ　　文　庫

『密室狂乱時代の殺人』
鴨崎 暖炉／著 （913.6 カモサ）

日本有数の富豪にしてミ

ステリーマニア・大富ケ原

蒼大依が主催する、孤島

での「密室トリックゲーム」

に招待された高校生の葛

白香澄は、変人揃いの参

加者たちとともに、本物の

密室殺人事件に巻き込ま

れてしまい…。

『恩送り』
麻宮 好／著 （913.6 アサミ）

火付けの真相を追ったま

ま、行方知れずになって

いる岡っ引きの父・利助を

探す娘のおまき。手がか

りは、漆で塗られた謎の

蓋のみ。器の身はどこに

あるのか？そしてある日、

大川に若い男の土左衛

門が揚がり…。
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ボナペティ！　２ 徳永　圭 ﾄｸﾅ2 木曜殺人クラブ　２ リチャード・オスマン 933 ｵ2

ＬＡＳＴ 内藤　了 ﾅｲﾄ8 時ありて　 イアン・マクドナルド 933 ﾏ

（東京駅おもてうら交番・堀北恵平） この夜を越えて　 イルムガルト・コイン 943 ｺ

ぬくもり 宮部　みゆき　他 ﾇｸﾓ ここから見えるもの　 マリアナ・レーキー 943 ﾚ

紙屋ふじさき記念館　６　 ほしお　さなえ ﾎｼｵ6 森の来訪者たち ニーナ・バートン 949.84 ﾊﾞ

婚活食堂　８ 山口　恵以子 ﾔﾏｸﾞ8 ぼくの伯父さん　 ジャン＝クロード・ 953 ｶ
カリエール

兎の島　 エルビラ・ナバロ 963 ﾅ

父のしおり 石原　慎太郎 ｲｼﾊ カレル・チャペックの見たイギリス　カレル・チャペック 989.55 ﾁ

裸で泳ぐ　 伊藤　詩織 ｲﾄｳ

窓辺の愛書家 エリー・グリフィス 933 ｸﾞ
どこまでも食いついて ジャナ・デリオン 933 ﾃﾞ5

（ワニの町へ来たスパイ）

ミン・スーが犯した幾千もの罪 トム・リン 933 ﾘ

働き方が変わった今、「独立」か「転職」か 335 ｻ

起業メンタル大全 335 ﾀ

独立・起業の鬼１００則　 335 ﾄﾞ

開業から１年目までの個人事業・ 335 ﾓ

あなたの職場に世界の経営学を 335.1 ｼ
全図解中小企業のためのＳＤＧｓ導入・実践マニュアル　 335.15 ﾅ

総合商社とはなにか 335.4 ｻ

非営利法人の消費税インボイス制度Ｑ＆Ａ 335.8 ﾀ

生きる意味　 姜　尚中 ｶﾝ

おつかれ、今日の私。　 ジェーン・スー ｼﾞｴﾝ

誰が国家を殺すのか 塩野　七生 ｼｵﾉ

まるい三角関係 清水　ミチコ ｼﾐｽﾞ

布団の中から蜂起せよ 高島　鈴 ﾀｶｼ

東京あたふた族　 益田　ミリ ﾏｽﾀﾞ

三谷幸喜のありふれた生活　１７ 三谷　幸喜 ﾐﾀﾆ17

たりる生活　 群　ようこ ﾑﾚ

深夜、生命線をそっと足す　燃え殻 ﾓｴｶﾞ

長生きは老化のもと 土屋　賢二 ﾂﾁﾔ

イリノイ遠景近景 藤本　和子 ﾌｼﾞﾓ

失踪願望。 椎名　誠 ｼｲﾅ

営業秘密のトラブル相談Ｑ＆Ａ 336.17 ｴ

三体０ 劉　慈欣 923 ﾘ ランサムウエアから会社を守る 336.17 ﾗ

わたしのペンは鳥の翼　 929.98 ﾜ 時間最短化、成果最大化の法則 336.2 ｷ

Ｂ　　文　庫

９１５．６　　日記（黄色の枠線のラベル）

Ｂ　　文　庫

フリーランスの始め方と手続き・税金

迷ったときに読む本　

「ビジネス」コーナー

９　　外国文学

９１４．６　　エッセイ（灰色の枠線のラベル）

『フランスの街の夜』
遠藤 周作／著 （914.6 エンド）

フランス留学から帰国後、

作家として歩みはじめた

若き日々。単行本初収録

作品も含め、遠藤周作が

１９５０年代から６０年代

に執筆したエッセイを中

心にまとめる。新聞匿名

記事、直筆 漫画も収録。

『炎上回避マニュアル』
新田 龍／著 （336 ニ）

これまでに発生した、おも

に法人企業における炎上

トラブル事案を厳選し、そ

の概要と炎上の要因、対

応と結果を解説。発生後

の理想的な対応方法や、

炎上を起こさないための

心得や体制構築方法など

を伝える。
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企業のための副業・兼業労務ハンドブック 336.4 ﾀ 若年性認知症の人や家族への支援のきほん 493.75 ｵ

社員がやる気をなくす瞬間 336.4 ﾅ どうする？家族のメンタル不調　 493.76 ｲ

ワークシフト 336.4 ﾜ 赤ちゃんの命を守るあおむけ寝 493.9 ﾆ

モデル就業規則作成・変更ガイドブック 336.44 ﾓ

給与計算の手続きがこれ１冊でしっかりわかる本 336.45 ｷ

ちょい足しことば帳 336.49 ｲ

言い返せない人の聴き方・伝え方 336.49 ﾌ

儲かる会社の「しゃべる」数字　 336.8 ﾊ

経費で落ちる領収書・レシートがぜんぶわかる本 336.9 ｹ

Ｑ＆Ａ中小企業の電子取引サポートブック 336.98 ｻ

病院業界のしくみとビジネスが 498.16 ﾐ

この１冊でまるごとわかる医薬品＆ 499.09 ﾅ

建設業界のしくみとビジネスが 510.92 ﾌ

公衆衛生法（感染症編） 498.12 ｵ

最近、飲みすぎてるなと 498.32 ｻ

最新給食ビジネスの動向とカラクリがよ～くわかる本 673.97 ﾆ

類似薬の使い分け 492.3 ﾙ

即効！耳ほぐし 492.75 ﾏ

ウルトラ図解糖尿病 493.12 ｳ

図解ですぐわかるそれでも 493.2 ｳ

心不全がわかる本 493.23 ｼ

７０歳８０歳を笑顔で超える生き方　 493.7 ﾜ

脳梗塞の再発を防ぐ 493.73 ﾉ

図解いちばんわかりやすい醜形恐怖症 493.74 ﾊ

わが子、夫、妻…。 493.74 ﾜ

大きな字でわかりやすいエクセル２０２１入門　 007.63 ｱ

「からだナビ」コーナー

これ１冊でしっかりわかる教科書

ヘルスケア業界のしくみ　

これ１冊でしっかりわかる教科書

思っている人のためのお酒の減らし方

Ｌ　　大活字

「闘病記」コーナー

「コレステロール薬」を飲みますか？

大切な家族が「適応障害」と診断されたとき読む本

『おっぱい２つとってみた』
阿久津 友紀／著 （916 アクツ1-1）

ＨＴＢ北海道テレビで長年

乳がんを取材し、自身も

患者になった著者。自身

の姿と乳がん患者が生き

づらい社会を描いた番組

の裏側エピソード、仕事と

治療の両立、医療費、こ

ころのケアなど具体的な

知識や情報を豊富に紹介

する。

『「女の痛み」は

なぜ無視されるのか？』

アヌシェイ・フセイン／著

堀越 英美／訳 （498.02 フ）

自らも出産で命を落とし

かけた著者が、医療にお

ける性差別と 人種差別に

よって女性が健康を損ね

ているという、アメリカで

現在進行形で起こってい

る問題を綿密な調査から

明らかにしたノンフィクショ

ン。『農産物直売所で稼ぐ７０の極意』
勝本 吉伸／著 （611.46 カ）

農産物直売所にはスー

パーの利用客を取り込む

潜在力があり、販売額を

伸ばせる余地が残ってい

る。売れる農産物の作り

方や、農産物の販売額が

増える売り方のコツなどを、

イラストや写 真を盛り込

み、わかりやすく解説する。
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悩む力 159 ｶ スイッチ！　１１ 深海　ゆずは Y 913 ﾌ11

眩　上、下 朝井　まかて ｱｻｲ1、2 世間胸算用（マンガでさきどり古典） Y 913 ﾏ

忘れられる過去　上、下 荒川　洋治 ｱﾗｶ1、2 海色ダイアリー　９ みゆ Y 913 ﾐ9

彼女に関する十二章　上、下 中島　京子 ﾅｶｼﾞ1、2 うるわしの宵の月　２ もえぎ　桃 Y 913 ﾓ2

ポイズンドーター・ 湊　かなえ ﾐﾅﾄ1、2 満月珈琲店の星詠み　４ 望月　麻衣 Y 913 ﾓ4

ホーリーマザー　上、下

小さなまちの奇跡の図書館 Y 016 ｲ

１３歳からの「集中力」向上バイブル Y 141 ｼﾞ

はじめての地政学 Y 312 ｲ

「心のクセ」に気づくには Y 361 ﾑ

１５歳からの社会保障 Y 364 ﾖ

好きのありかた Y 367 ｽ

私だけ年を取っているみたいだ。 Y 369 ﾐ

身の回りにあるノーベル賞がよくわかる本 Y 402 ｶ

得点アップ数学公式図鑑 Y 410 ｱ

アザラシ語入門 Y 489 ﾐ

巨大おけを絶やすな！ Y 583 ﾀ

いちばん大切な食べものの話 Y 610 ｺ

日本の文学者１８人の肖像（現代作家編） Y 910 ﾐ

青の刀匠　 天沢　夏月 Y 913 ｱ

考えたことなかった　 魚住　直子 Y 913 ｳ

神の庭付き楠木邸　 えんじゅ Y 913 ｴ

神の庭付き楠木邸　２ えんじゅ Y 913 ｴ2 ワンス・ワズ・マイン　上、下 リズ・ブラスウェル Y 933 ﾌﾞ1、2

神の庭付き楠木邸　３ えんじゅ Y 913 ｴ3

アイヌ神謡集 C 32 ｱ

七化けおさん C 31 ﾋ

大湿原に生きる野性動物家族（釧路―根室） D 400 ﾀﾞ

虫・ムシおもしろ図鑑　１　 D 486 ﾑ1

男はつらいよ　第３０作 DN 778.1 ｵ30

風花　 DN 778.1 ｶ

トムとジェリー　２  DA 778.3 ﾄ2

本好きの下剋上　第５部１０ 香月　美夜 Y 913 ｶ5-10

きみが忘れた世界のおわり　実石　沙枝子 Y 913 ｼﾞ

鈴の音が聞こえる 辻　みゆき Y 913 ﾂ
探偵ハイネは予言をはずさない　３ 南房　秀久 Y 913 ﾅ3

Ｙ　　ヤングアダルト

Ｃ　　ＣＤ－ＢＯＯＫ

Ｄ　　ＤＶＤ

邦　画

ア　ニ　メ

Ｃ　　ＣＤ

〒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/

『きみの鐘が鳴る』
尾崎 英子／作 （Y913 オ）

５年生の冬、つむぎは転

塾試験を受けた。新しい

塾「エイト学舎」にはいろ

いろな子がいた。涼真、

唯奈、伽凛…。中学受験

する理由も、選んだ学校

も、頑張り方も、それぞれ

違う４人を待ち受けている

ものは？

『普通のノウル』（Y929 イ）

イ ヒヨン／著 山岸 由佳／訳

母子家庭の１７歳の少年

ノウル。幸せになってほし

いと願っていた母の恋人

候補として急浮上したの

は、やっと就職が決まっ

たばかりの親友の兄で…。

少年が“普通”を揺るがす

出来事の中で次の季節

へ歩き出すまでの物語。
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