
　　　０　　総記・情報 こころの葛藤はすべて私の味方だ。 146.13 ﾁ

自由に生きるための知性とはなにか 002 ｼﾞ 超ミニマル主義　 159.4 ﾖ

頭の良い人がやっている「調べ方」究極のコツ 002.7 ｻ ８０歳の超え方 159.79 ﾜ

最新Ｗｅｂ３とメタバースがよ～くわかる本 007.3 ﾅ 一冊でわかるイラストでわかる図解宗教史 162 ｲ

ＹｏｕＴｕｂｅ完全マニュアル 007.35 ｸ マンガでわかる日本仏教１３宗派 182.1 ﾏ

図解まるわかりメタバースのしくみ　 007.35 ﾊ

激動の時代を勝ち抜くデータセンター戦略 007.35 ﾎ

いちばんやさしいパワーポイント超入門 007.63 ｿ

図書館の使命を問う 011.2 ｼ
眞野先生。本が傷んだら修理するだけじゃダメってホント？ 014.61 ｼ

歴史の本棚　 019.9 ｶ

老年の読書 019.9 ﾏ

ウクライナ侵攻とロシア正教会 198.19 ｽ

　　２　　歴史・伝記・地理
岩波講座世界歴史　１８ 209 ｲ18

帝国の崩壊　上、下 209 ｽ1、2

日本史を疑え 210.04 ﾎ

ザ・ミュージアム 069.02 ﾎ もういちど読みとおす山川新日本史　上、下 210.1 ﾓ1、2

うたに刻まれたハンセン病隔離の歴史（岩波ブックレット）　 081 ｲ1070 鎌倉北条氏の女性たち　 210.42 ｲ

隣人のあなた（岩波ブックレット）　　 081 ｲ1071 江戸にラクダがやって来た 210.55 ｶ

悪党たちの中華帝国 222.01 ｵ

　　１　　哲学・宗教 地図でスッと頭に入る中国戦国時代　 222.03 ﾁ

韓非子 124.57 ｶ 写真で比べる中国大都市の近現代　１、２ 222.07 ｼ1、2

　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１月４日 発行

『ソロ活女子のススメ』
朝井 麻由美／著 （049 ア）

気楽で自由な魅惑の“おひと

りさまワールド”へようこそ！

カラオケ、ラーメン、アフタ

ヌーンティー、ディズニー…。

初級から上級まで楽しめる、

おすすめの「ソロ活」を紹介

する。ひとり遊びのコツや心

得も掲載。

『新訳ミリンダ王の問い』
宮元 啓一／訳・著 （183.95 ミ）

ギリシア哲学を土台として

いたミリンダ王と、仏教の

説一切有部の論師ナーガ

セーナとの、多岐にわたる

対論。紀元前の仏教・イン

ド哲学の古典的名著「ミリ

ンダ王の問い」を、パーリ

語原典から全訳する。
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ザ・ナイン 235.06 ｽ 天才たちの未来予測図 304 ﾃ

地政学×歴史で理由がわかるロシア史 238 ｱ 神なき時代の日本蘇生プラン 304 ﾐ

一冊でわかる北欧史 238.9 ｲ カースト 316.85 ｳ

アメリカの歴史を知るための６５章 253 ｱ 通る起案はここが違う！公務員の文書起案のルール　318.5 ｻ

戦争の文化　上、下 253.07 ﾀﾞ1、2

田中清玄 289.1 ﾀ

徳川家康と９つの危機 289.1 ﾄ

心の独りぼっちをつくらせない 289.1 ﾅ

天路の旅人　 289.1 ﾆ

私のことば体験　 289.1 ﾏ

我が人生 289.3 ｺﾞ

地球の歩き方　Ｃ１１（オーストラリア） 290.93 ﾁ

地球の歩き方　Ｊ００（日本） 290.93 ﾁ

日本を旅する大旅行地図帳（歴史編） 291.03 ﾆ

山形（ことりっぷ） 291.08 ｺ2-6

名古屋（ことりっぷ） 291.08 ｺ4-6

四国（ことりっぷ） 291.08 ｺ6-6

神戸（ココミル） 291.08 ｺ5-3

広島　宮島（ココミル） 291.08 ｺ6-3

萩　津和野（ココミル） 291.08 ｺ6-5

東日本「公共の宿」こだわり厳選ガイド 291.09 ﾋ

終着駅へ行ってきます 291.09 ﾐ

アイヌのことを考えながら北海道を歩いてみた 291.1 ｶ

ポケット六法（令和５年版） 320.91 ﾎﾟ

皇室財産 323.15 ｵ

戸籍実務のための孤独死・行旅死亡人・　 324.87 ｺ

身寄りのない高齢者等における死亡届の手引き

大学の人気講義でよく分かる「ミクロ経済学」超入門　 331 ﾀ

「強い円」はどこへ行ったのか 332.10 ｶ

Ｑ＆Ａ日本経済のニュースがわかる！（２０２３年版） 332.10 ｷ

ＳＤＧｓ用語辞典 333.8 ｴ

地図とデータで見る資源の世界ハンドブック　334.7 ﾒ

バフェット・クラブの金言 338.15 ｱ

生命保険で損をしたくないならこの１冊 339.4 ﾐ

医療保険で損をしたくないならこの１冊 339.47 ﾐ

個人の税務相談事例５００選（令和４年版） 345 ｺ

経営リーダーのための社会システム論 361 ﾐ

「女子ボス」のトリセツ　 361.4 ｶ

ひすい先輩、幸せになる伝え方を教えて！ 361.45 ﾋ

マンションの管理組合とは何か 365.36 ﾏ

ほんとうの定年後 366.28 ｻ

佐賀（まっぷるマガジン）　 291.92 ｻ フェミニズムがひらいた道 367.2 ｳ

ＴＩＭＥＬＥＳＳ　ＰＡＲＩＳ 293.53 ﾓ 死に方がわからない　 367.75 ﾓ

トランスジェンダー問題 367.98 ﾌ

　　　　３　　社会科学・風俗・軍事 「ヤングケアラー」とは誰か 369 ﾑ

　※「ビジネスコーナー」の本は７頁に掲載しています 老いも死も自然がいいね 369.26 ｴ

北海道でＳＤＧｓ 302.11 ｾ あのデイサービスには、なぜ人が集まるのか 369.26 ﾇ

ウクライナ戦記 302.38 ﾐ ヘルパーと高齢者のちょっと素敵な時間　 369.26 ﾑ

アメリカ分断の淵をゆく 302.53 ｸ 靴下は今夜も宙を舞う 369.28 ｾ

『数奇な航海』（319.8 カ）

川井 龍介／著

私の名前は第五福龍丸。

１９４７年に造られ、マグ

ロをとる仕事をしていまし

た。しかし、ある事件が

きっかけで、私は漁船とし

て使い物にならなくなって

しまい…。死の灰を浴び、

捨てられ、そして復活した、

ある船の物語。

『世界遺産「熊野古道」

歩いて楽しむ南紀の旅』
伊勢・熊野巡礼部／著 （291.66 イ）

登山経験のない普通の人

たちが歩ける、世界文化遺

産「紀伊山地の霊場と参詣

道」のなかから厳選した熊

野古道２３コースを紹介す

る。有名な社寺、各コース

周辺の温泉・宿・食事どこ

ろなども掲載。
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異彩を、放て。 369.28 ﾏ 激写！身近な虫のディープな世界 486 ｲ

もしもに役立つ、いつものモノ選び 369.3 ﾏ 世界一の動物画家が描いた家ネコと野生ネコの図鑑　 489.53 ﾔ

プチプラで「地震に強い部屋づくり」　 369.31 ﾂ 統合失調症の一族 493.76 ｺ

復興を生きる 369.31 ﾌ 「気づき」のがん患者学 494.5 ﾌ

ブラック化する教育（２０１９－２０２２） 371.3 ｵ 日本の中絶 498.2 ﾂ

スクールカウンセラーという仕事　 371.43 ｳ 奇跡の鎌田式ウォーキング 498.35 ｶ

作ったあとにたっぷり遊べる３・４・５歳児の製作 376.15 ﾂ 病気にならない食う寝る養生 498.36 ｻ

発達障がいを生きない。 378.8 ｱ ７０代からの元気力 498.39 ﾜ
読み書き障害＜ディスレクシア＞のある人へのサポート入門　 378.8 ｺ

「勉強法のベストセラー１００冊」の　 379.7 ﾌ

ポイントを１冊にまとめてみた。

犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉・救う言葉 379.9 ﾃﾞ

食べものがたりのすすめ 383.8 ﾕ

日本の珈琲 383.88 ｵ

葬儀！　 385.6 ｶ

ひどい民話を語る会　 388.1 ﾋ

小学校６年間の理科が面白いほど解ける６５のルール 400 ｸ

数学ガールの物理ノート（波の重ね合わせ）　 420.4 ﾕ

数学ガールの物理ノート（ニュートン力学）　 420.4 ﾕ

日本の自然風景ワンダーランド 450.91 ｺ

日本の気候変動５０００万年史 451.85 ﾆ

恐竜超世界ＩＮ　ＪＡＰＡＮ 457.87 ｳ

世界観設定のための宝石図鑑　 459.7 ｲ

よくわかる土中環境 468.2 ﾀ エネルギー早わかり 498.55 ｴ

直立二足歩行の人類史 469.2 ﾃﾞ １６時間断食 498.58 ｱ

へんてこな生き物 480.4 ｶ 定点観測新型コロナウイルスと私たちの社会 498.6 ﾓ

（２０２２年前半）　

　　　５　　技術・工業
技術者・研究者のための特許検索データベース活用術 507.23 ｺ

建設業法のツボとコツがゼッタイにわかる本 510.91 ｵ

自然災害と土木－デザイン　 513.1 ﾎ

知る・わかる・伝えるＳＤＧｓ　２～４ 519 ｼ2～4

都市防災がわかる本　 519.9 ﾄ

世界で一番やさしい建築入門 520 ｺ

安藤忠雄の建築　５ 520.87 ｱ5

日本の水族館五十三次 523.1 ﾐ

世界を変えた建築構造の物語　 524 ｱ

間取りのレシピ１００ 527.8 ｺ

自分でできる！バイク・メンテナンス 537.98 ｹﾞ

今と未来がわかる電気 540 ｲ

Ｗｅｂサイト管理のきほん 547.48 ﾀ

産業用ロボットＴｈｅビギニング　 548.3 ﾆ

よくわかる最新界面活性剤の基本と仕組み 576.5 ｻ

もえる！いきもののりくつ　 481.78 ﾅ よくわかる最新代替肉の基本と仕組み 588 ｻ

カモフラージュ 481.78 ﾊﾟ 大人になったら、着たい服（＇２２－＇２３秋冬） 589.2 ｵ

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

『食品でひく機能性成分の事典』

中村 宜督／著 （498.5 ナ）

タウリン、イソフラボン、茶

カテキン…。さまざまな機能

性成分の性質、現時点で

わかっている有効性につい

て解説。食品の歴史、食品

と関係の深い文芸作品な

ども紹介する。

『キリンのひづめ、ヒトの指』
郡司 芽久／著 （481.1 グ）

ヒトとキリンは見た目はまっ

たく違うけれど、骨格の構

造など共通点も多くある。

手足、首、皮膚、心臓など８

つの器官を通して、動物の

体に刻まれた進化の歴史

をひも解く。
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わたしのジュエリー３６５日　 589.22 ﾍﾟ ムラヨシマサユキのスコーンＢＯＯＫ　 596.65 ﾑ

ＯＫＵＤＡＩＲＡ　ＢＡＳＥ春夏秋冬の暮らし方 590.4 ｵ 湘南ＥＲが教える大切な人を守るための応急手当 598.5 ｼ

くらしの豆知識（２０２３年版） 590.4 ｸ はじめてパパになる本 599 ﾊ

３０代で４５００万円貯めた 591 ｾ ぷりっつさんち　７ 599.04 ﾏ7

僕の世界一たのしいお金の増やし方５７ はじめてでもかんたんにフリージング安心な離乳食　 599.3 ｳ

食の経済入門（２０２２年版） 611.3 ﾑ

大地の五億年 613.5 ﾌ

図解でよくわかる品種・育種のきほん 615.2 ﾆ

ココナッツの歴史 617.9 ｶ

名人が教える和牛の飼い方コツと裏ワザ　２ 645.3 ﾒ2

図書館司書３２人が選んだ犬の本棚 645.6 ﾀ

金魚いろ×かたち謎解き図鑑 666.9 ｵ
今すぐ使えるかんたんＳｈｏｐｉｆｙネットショップ作成入門 673.36 ｲ

「おいしい」を経済に変えた男たち　 673.97 ｶ
ＳＮＳ担当者の実務と知識がこれ１冊でしっかりわかる教科書 675 ﾋ

ＡＮＡ苦闘の１０００日　 687.06 ﾀ

東京藝大・クローン文化財 709 ｲ

川崎誠二のちいさな木彫り　 713 ｶ

ＣＯＮＴＡＣＴ　ＡＲＴ 720.4 ﾊ

茅木真知子のソーイング作ってみたい１２の服　 593.36 ｶ 失われた時を求めて（スワン家のほうへ）　 726.1 ｳ

ラクしてきれいに見える服 593.36 ｾ 失われた時を求めて（花咲く乙女たちのかげに）　726.1 ｳ
作りやすくて、着やすいワンピース＆パンツ＆はおりもの 593.36 ﾂ 仕事でも、仕事じゃなくても 726.10 ﾖ

手作りしたいキッズのへんしん服 593.36 ﾃ 東京幻想作品集　２ 726.5 ﾄ2

型紙なしでまっすぐ縫いの着物リメイク 593.36 ﾏ 隙あらば猫 726.5 ﾏ

着物を楽しむ教科書 593.8 ｷ キャラクターデザインのための髪作画 726.50 ｷ

糸とサイズで楽しむかぎ針編みのテディベア 594.3 ｲ いぬ　 726.6 ﾀ

かわいいかぎ針編み子供のあったかニット帽 594.3 ｶ 文にあたる　 749.13 ﾑ

マシロさんとユウリさんの今日もきちんと身だしなみ 595 ﾄﾞ 唱歌「蛍の光」と帝国日本 767.7 ｵ

有元葉子の冷凍術 596 ｱ 土を喰らう十二カ月の台所　 778.21 ﾅ

５５歳からの新しい食卓 596 ｳ 舞いあがれ！　Ｐａｒｔ１ 778.8 ﾏ1

ひと皿満足スープ 596 ｴ 鎌倉殿の１３人（完結編） 778.8 ﾐ

季節の手しごと保存食　 596 ｵ 落語の凄さ 779.13 ﾀ

発酵食品でつくるシンプル養生レシピ 596 ｸ たった１０秒！子ども筋トレで能力アップ！ 780.7 ﾀ

小鍋仕立ての絶品鍋 596 ｺ マッスルエリート養成バイブル 780.7 ﾛ

感動のサッとごはん 596 ｻ 谷保恵美のまもなく試合開始でございます 783.7 ﾀ

発酵調味料でつくるからだにいい発酵スープ 596 ｼ 日本で力士になるということ 788.1 ｲ

コンテナですぐできレンチンひとり分ごはん　 596 ﾆ 勝利の流れをつかむ思考法 788.7 ﾔ

おいしい絵本レシピ　 596 ﾉ

ワインつまみ 596 ﾋ

料理研究家・藤井恵 596 ﾘ 語学の天才まで１億光年　 804 ﾀ

一汁一菜でよいと至るまで 596.04 ﾄﾞ 国語に関する世論調査（令和３年度） 810.9 ｺ

野菜で中華　 596.37 ｲ 天声人語（２０２２秋） 837 ﾃ

ビーツ！ビーツ！ビーツ！　 596.37 ﾔ シンプルで伝わる英語表現 837.8 ｸ

大人のクッキーと焼き菓子 596.65 ｲ

魅惑の井村屋あずき茶房 596.65 ﾐ

６　　産業・交通・通信

７　　芸術・スポーツ　

８　　言　語　

『アップサイクル・ノート』
グラフィック社編集部／編 （593.3 ア）

使わなくなった布や捨てる

洋服をよりすてきなものに

生まれ変わらせる方法を

提案。素材の形は変えず

そこに新しくプラスする方

法と、素材を材料として使

い新しいものを作る方法、

あわせて３２のアイデアを

紹介します。
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さざなみの彼方　 佐藤　雫 ｻﾄｳ

国際子ども図書館児童文学連続講座講義録（令和３年度） 909.05 ｺ 犬を盗む　 佐藤　青南 ｻﾄｳ

ワンダーランドに卒業はない 909.3 ﾅ うさぎの町の殺人　 周木　律 ｼﾕｳ

この父ありて 910.26 ｶ 名探偵のいけにえ 白井　智之 ｼﾗｲ

有吉佐和子の本棚　 910.268 ｱ プリテンド・ファーザー　 白岩　玄 ｼﾗｲ

「父の支配」を乗り越えた時 910.268 ｵ あこがれ　 瀬戸内　寂聴 ｾﾄｳ

ペガサスの記憶　 910.268 ｷ 歳時記夢幻舞台２４の旅　 高樹　のぶ子 ﾀｶｷﾞ

負けない人生　 910.268 ﾌ 噓つきなふたり　 武田　綾乃 ﾀｹﾀﾞ

帯広ふだん記　第２１号 910.5 ｵ21 過怠　 谷村　志穂 ﾀﾆﾑ

〔帯広〕市民文芸　第６２号 910.5 ｼ62 われ去りしとも美は朽ちず　 玉岡　かおる ﾀﾏｵ

ねむらない樹　ｖｏｌ．９ 911.16 ﾈ9

毎日のように手紙は来るけれどあなた以外の人からである 911.16 ﾏ

満天の感情 911.56 ｲ

脚本力 912.7 ｸ

脚本家黒澤明　 912.7 ｸ

新編山頭火全集　第８巻 918.68 ﾀ8

赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。　 青柳　碧人 ｱｵﾔ

情無連盟の殺人　 浅ノ宮　遼 ｱｻﾉ

森江春策の災難 芦辺　拓 ｱｼﾍﾞ

濱地健三郎の呪える事件簿　 有栖川　有栖 ｱﾘｽ

幻告　 五十嵐　律人 ｲｶﾞﾗ

天下大乱　 伊東　潤 ｲﾄｳ

水底のスピカ　 乾　ルカ ｲﾇｲ

小説家の一日　 井上　荒野 ｲﾉｳ

熱風至る　１、２ 井上　ひさし ｲﾉｳ1、2

付き添うひと　 岩井　圭也 ｲﾜｲ

切腹屋　 岩井　三四二 ｲﾜｲ 太陽諸島　 多和田　葉子 ﾀﾜﾀﾞ

変な絵 雨穴 ｳｹﾂ 機械仕掛けの太陽　 知念　実希人 ﾁﾈﾝ

首切り島の一夜　 歌野　晶午 ｳﾀﾉ しろがねの葉　 千早　茜 ﾁﾊﾔ

老害の人　 内館　牧子 ｳﾁﾀﾞ 十三夜の焰　 月村　了衛 ﾂｷﾑ

陽だまりの果て　 大濱　普美子 ｵｵﾊ 君といた日の続き　 辻堂　ゆめ ﾂｼﾞﾄﾞ

君のクイズ　 小川　哲 ｵｶﾞﾜ 鉄道小説　 乗代　雄介　ほか ﾃﾂﾄﾞ

ループ・オブ・ザ・コード　 荻堂　顕 ｵｷﾞﾄﾞ 川のほとりに立つ者は　 寺地　はるな ﾃﾗﾁ

箱の中の羊　 奥本　大三郎 ｵｸﾓ オリンピックを殺す日 堂場　瞬一 ﾄﾞｳﾊﾞ

葵のしずく　 奥山　景布子 ｵｸﾔ 小さき王たち　第３部 堂場　瞬一 ﾄﾞｳﾊﾞ3

いっそこの手で殺せたら　 小倉　日向 ｵｸﾞﾗ 徳川家康 鷲尾　雨工　ほか ﾄｸｶﾞ

永遠年軽　 温　又柔 ｵﾝ 鬼女　 鳴海　風 ﾅﾙﾐ

なんとかしなくちゃ。(青雲編) 恩田　陸 ｵﾝﾀﾞ それでも僕は東大に合格したかった　 西岡　壱誠 ﾆｼｵ

加賀美雅之未収録作品集　 加賀美　雅之 ｶｶﾞﾐ 小説の小説　 似鳥　鶏 ﾆﾀﾄﾞ

鎌倉残影 朝井　まかて　ほか ｶﾏｸ 老人ホテル　 原田　ひ香 ﾊﾗﾀﾞ

豪球復活　 河合　莞爾 ｶﾜｲ 仕掛島　 東川　篤哉 ﾋｶﾞｼ

清浄島　 河崎　秋子 ｶﾜｻ 第二開国　 藤井　太洋 ﾌｼﾞｲ

満月の下の赤い海　 金　石範 ｷﾑ 任務 松本　清張 ﾏﾂﾓ

夏日狂想　 窪　美澄 ｸﾎﾞ やっかいな食卓　 御木本　あかり ﾐｷﾓ

乱れる海よ　 小手鞠　るい ｺﾃﾞﾏ ゆれる階　 村松　友視 ﾑﾗﾏ

楽園ジューシー　 坂木　司 ｻｶｷ 探偵と家族　 森　晶麿 ﾓﾘ

闇の聖域　 佐々木　譲 ｻｻｷ オメガ城の惨劇 森　博嗣 ﾓﾘ

９　　文学史・詩・短歌・全集

９１３．６　　小説（赤色の枠線のラベル）

『マーブル』
珠川 こおり／著 （913.6 タマガ）

Ｔｗｉｔｔｅｒの裏アカウントでＢ

Ｌ作品を創作し、異性との

恋愛話をしない弟の穂垂。

大学生の姉・茂果は、弟は

同性愛者なのではないかと

考え、過干渉してしまい…。

境界の曖昧さ、線引きの難

しさを姉弟の視点から見つ

め直す。
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麻阿と豪　 諸田　玲子 ﾓﾛﾀ 世間ってなんだ 鴻上　尚史 ｺｳｶ

ずっと、おしまいの地　 こだま ｺﾀﾞﾏ

作家の老い方　 ｻﾂｶ

小さなひとり暮らしのものがたり　 みつはし　ちかこ ﾐﾂﾊ

歩きながら考える ヤマザキ　マリ ﾔﾏｻﾞ

とりあえずお湯わかせ　 柚木　麻子 ﾕｽﾞｷ

透明な膜を隔てながら　 李　琴峰 ﾘ

言葉を植えた人　 若松　英輔 ﾜｶﾏ

残されたつぶやき 山本　文緒 ﾔﾏﾓ

ははとははの往復書簡 長島　有里枝 ﾅｶﾞｼ

無人島のふたり 山本　文緒 ﾔﾏﾓ

老神介護　 劉　慈欣 923 ﾘ

流浪地球　 劉　慈欣 923 ﾘ

薔薇色に染まる頃 吉永　南央 ﾖｼﾅ10 新釈漢文大系　（詩人編１２） 928 ｼ12

（紅雲町珈琲屋こよみ） シャーロック・ホームズ・バイブル 日暮　雅通 930.26 ﾋ

吹上奇譚　第４話 吉本　ばなな ﾖｼﾓ4 彼女の思い出／逆さまの森 Ｊ．Ｄ．サリンジャー 933 ｻ

栞と噓の季節　 米澤　穂信 ﾖﾈｻﾞ マーロー殺人クラブ　 ロバート・ソログッド 933 ｿ

真夜中の密室 ジェフリー・ 933 ﾃﾞ
ディーヴァー

その旅お供します 綾見　洋介 ｱﾔﾐ ポータブル・フォークナー　 ウィリアム・ 933 ﾌ

風待ちの四傑（くらまし屋稼業）　今村　翔吾 ｲﾏﾑ8 フォークナー

恋大蛇（羽州ぼろ鳶組） 今村　翔吾 ｲﾏﾑ

珈琲店タレーランの事件簿　８ 岡崎　琢磨 ｵｶｻﾞ8

枕絵（吉原裏同心） 佐伯　泰英 ｻｴｷ7

炎上（吉原裏同心） 佐伯　泰英 ｻｴｷ8

仮宅（吉原裏同心）　 佐伯　泰英 ｻｴｷ9

沽券（吉原裏同心）　 佐伯　泰英 ｻｴｷ10

異館（吉原裏同心） 佐伯　泰英 ｻｴｷ11

再建（吉原裏同心） 佐伯　泰英 ｻｴｷ12

一人二役（吉原裏同心）　 佐伯　泰英 ｻｴｷ38

姉妹の絆（公家武者信平） 佐々木　裕一 ｻｻｷ13

江戸寺子屋薫風庵 篠　綾子 ｼﾉ

落葉　 高嶋　哲夫 ﾀｶｼ

山桜花（大岡裁き再吟味） 辻堂　魁 ﾂｼﾞﾄﾞ2

プライド　警官の宿命 濱　嘉之 ﾊﾏ

あの日に亡くなるあなたへ 藤ノ木　優 ﾌｼﾞﾉ

会津武士道　３ 森　詠 ﾓﾘ3

大江戸あにまる 山本　幸久 ﾔﾏﾓ

キリンの首　 ユーディット・ 943 ｼ

虎のたましい人魚の涙　 くどう　れいん ｸﾄﾞｳ シャランスキー

鴻上尚史のなにがなんでも 鴻上　尚史 ｺｳｶ 忘れたとは言わせない　 トーヴェ・ 949.83 ｱ

ほがらか人生相談 アルステルダール

Ｂ　　文　庫

９１５．６　　日記（黄色の枠線のラベル）

９　　外国文学

Ｂ　　文　庫

９１４．６　　エッセイ（灰色の枠線のラベル）

『 方舟』
夕木 春央／著 （913.6 ユウキ）

地震によって山奥の地下

建築に閉じ込められた柊

一たち。水が流入しはじ

め、地下建築の水没まで

およそ１週間。地下建築

から脱出するためには、

９人のうち誰か１人を犠

牲にしなければならない。

そんななか、殺人事件が

起こり…。

『ミッドナイト・ライブラリー』
マット・ヘイグ／著 浅倉 卓弥／訳

（933 ヘ）

人生のどん底にいたノー

ラは衝動的に自らの命を

絶とうとするが、目覚めた

とき、目の前には不思議

な図書館があった。書架

の一冊一冊には、あの日

あの時、違う選択をして

いたらありえたかもしれ

ない自分の人生が綴ら

れていて…。
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ル・アーヴルの愛 ヴァレリー・トン・ 953 ﾄ ひとりでできる個人事業者の確定申告 345.1 ﾋ

クオン

無のまなざし ジョゼ・ルイス・ 969 ﾍﾟ フリーランス＆個人事業主のための確定申告 345.33 ﾌ

ペイショット 労働基準法がよくわかる本　（＇２２～＇２３年版） 366.15 ｼ
「幸せの列車」に乗せられた少年　 ヴィオラ・アルドーネ 973 ｱ ハラスメントとメンタルヘルス対策 366.3 ﾌ

戦争日記 オリガ・グレベンニク 986 ｸﾞ カンタン電卓操作術 418.6 ﾀ

最新健康ビジネスの動向とカラクリがよ～くわかる本 498 ｶ

不況に強いビジネスは北海道の「小売」に学べ　673.7 ｼ

悪しき正義をつかまえろ ジェフリー・アーチャー 933 ｱ 小さなお店がムリ・ムダ・ムラをなくして 673.96 ｵ

キュレーターの殺人 Ｍ．Ｗ．クレイヴン 933 ｸ

黒き荒野の果て Ｓ．Ａ．コスビー 933 ｺ 「すごい販促ツール」のつくり方 674 ﾏ

無情の月　上、下 メアリ・ロビネット・ 933 ｺ1、2
コワル

シナモンとガンパウダー イーライ・ブラウン 933 ﾌﾞ ふたつの誕生日 490.15 ｵ
病理医ヤンデル先生の医者・病院・病気のリアルな話　 490.4 ｲ

「ビジネス」コーナー がん予防の教科書　 491.65 ｱ

仕事や職業のおさらい 153 ﾀ 病気がみえる　ｖｏｌ．１５ 492 ﾋﾞ15

ひとり起業女子が幸せに成功する５つの法則　 335 ｶ ストーマケアはじめてＢＯＯＫ 492.92 ｽ

日本でいちばん大切にしたい会社　８ 335.35 ｻ8 疑問に答える糖尿病外来　 493.12 ｾ

１冊目に読みたいＤＸの教科書 336.17 ｱ 歯科医だからわかった睡眠呼吸障害の治し方 493.3 ﾋ

小さな企業がすぐにできるセキュリティ入門 336.17 ｺﾞ 腰痛改善マニュアル 493.6 ﾏ

元気なチームは「リズム」で作る 336.3 ｹﾞ グレーゾーンの歩き方 493.76 ﾅ

リデザイン・ワーク　新しい働き方　 336.4 ｸﾞ マンガでわかる中高年のＡＤＨＤ・ＡＳＤ 493.76 ﾌ

ぜんぶわかる人事・労務 336.4 ｺ

最新コーチングの手法と実践がよ～くわかる本 336.4 ﾀ 感覚過敏の僕が感じる世界　 493.93 ｶ

すごい採用 336.42 ｵ

好かれる人の聞き耳 336.49 ｶ

品と知性がある人の習慣　 336.49 ﾄ

４０代から始めよう！閉経マネジメント 495.13 ﾖ

聴こえの障がいと補聴器・人工内耳入門 496.6 ｸ

３０秒で耳の聞こえがよくなる「耳体操」 496.6 ｼ

中小企業の財務分析 336.83 ｳ

原価計算の基本 336.85 ﾊ
図解いちばんやさしく丁寧に書いた青色申告の本（＇２３年版） 345.1 ｽﾞ 父の最期を看取った日々　 910.268 ﾀ3-20

　 あのて、このて 伊藤　尚子 ｲﾄｳ4

「闘病記」コーナー

「からだナビ」コーナー

Ｂ　　文　庫

生きづらさ克服ガイド　

利益を上げる「引き算の経営」

(令和５年３月１５日申告分)

『今すぐ結果が出る１ページ思考』
長谷川 晋／著 （336.55 ハ）

提案書や社内メモを

「１ページ」にまとめる

と、必要な情報が整理

され、質の高い討議や

判断ができる。仕事の

やり方や考え方、人生

やキャリア自体を大き

く変える「１ページ」の

作り方や活用方法を

解説する。

『がんと向き合うために大切なこと』
加藤 隆佑／著 （494.5 カ）

よい治療を受けるため

には。がん治療の専

門医が患者とその家

族に向け、がんができ

るメカニズムや、最新

の治療法、治療の副

作用に悩まされないた

めの方法、治療費など

について綴る 。
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Ｌ　　大活字 ぼくたちはまだ出逢っていない 八束　澄子 Y 913 ﾔ

大きな字でわかりやすいＹｏｕＴｕｂｅユーチューブ入門　 007.35 ｱ それでも世界は回っている　２ 吉田　篤弘 Y 913 ﾖ2

大きな字でわかりやすいＧｏｏｇｌｅグーグル入門　007.58 ｱ わたしを変えた夏　 汐見　夏衛　ほか Y 913 ﾜ

ウクライナから来た少女ズラータ、 ズラータ・ Y 916 ｲ

Ｙ　　ヤングアダルト １６歳の日記　 イヴァシコワ

ギネス世界記録　２０２３ Y 031 ｷﾞ

不思議なテレポート・マシーンの話　 Y 104 ｲ

哲学者たちの思想、戦わせてみました Y 104 ﾃ

中学生のためのテストの段取り講座　 Y 159 ｻ

宗教を「信じる」とはどういうことか Y 160 ｲ

ジェンダーのとびらを開こう Y 367 ｼﾞ

ヤングケアラーってどういうこと？ Y 369 ｵ

中学卒・高校転編入からの進学（２０２３） Y 376 ﾁ

未来が変わる勉強法 Y 376 ﾔ

科学はこのままでいいのかな Y 404 ﾅ

かけらが語る地球と人類１３８億年の大図鑑　 Y 450 ｶ

地球は食べ物 Y 460 ﾎ

「気の持ちよう」の脳科学 Y 491 ﾓ

こんにちは！生理 Y 495 ｽ

図解でわかる１４歳からのストレスと心のケア　 Y 498 ｼ

苦手から始める作文教室 Y 816 ﾂ

ア・テイル・オブ・マジック　３ クリス・コルファー Y 933 ｺ3
キュリアス・キャット・スパイ・クラブ リンダ・ジョイ・ Y 933 ｼ

シングルトン

青いつばさ　 シェフ・アールツ Y 949 ｱ

どんぐり喰い　 エルス・ペルフロム Y 949 ﾍﾟ

アイロ D 489 ｱ
ウルトラ重機大図鑑 D 513 ｳ

こどもしょくどう　 DN 778.1 ｺ

新解釈三國志　 DN 778.1 ｼ

ダヤンとジタン　 DA 778.3 ﾀﾞ

僕が愛したすべての君へ 乙野　四方字 Y 913 ｵ

君を愛したひとりの僕へ 乙野　四方字 Y 913 ｵ

僕が君の名前を呼ぶから 乙野　四方字 Y 913 ｵ 大科学実験Ⅱ １ DK 400 ﾀﾞ2-1

セカイの千怪奇　１ 木滝　りま Y 913 ｷ1

チグリジアの雨　 小林　由香 Y 913 ｺ

誕生日の雨傘　 柊子 Y 913 ｼ

千吉と双子、修業をする　２ 廣嶋　玲子 Y 913 ﾋ2

賢者避行　 藤原　七瀬 Y 913 ﾌ

名もなき本棚 三崎　亜記 Y 913 ﾐ

トーマの心臓 森　博嗣 Y 913 ﾓ

Ｄ　　ＤＶＤ

邦　画

ア　ニ　メ

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/

『パン焼き魔法のモーナ、街を救う』
Ｔ．キングフィッシャー／著 原島 文世／訳

（Ｙ933 キ）

パン屋で働く１４歳の

モーナは、パンと焼き菓

子限定のちょっとした魔

法を使える。ある日、

モーナは知らない女の

子の死体を見つけてし

まう。

『推し英語入門』

藤代 あゆみ／著 （Ｙ836 フ）

ＳＮＳで推し（応援してい

る存在）の情報収集をし

たい、素晴らしさを世界

中に広めたい、オタク同

士でつながりたい、推し

に愛を伝えたい…。「こん

なことをつぶやきたかっ

た！」がわかるシンプル

英語のフレーズ集。
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