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【総記】 【家政学・生活科学】
010 図書館情報学基礎資料(今 まど子) 594.2 刺繡のエンブレムA to Z(atsumi)
007.3 スマホが神になる(島田 裕巳) 596.6 冷蔵庫で作りおきパンいつでも焼きたて
007.6 今すぐ使えるかんたんPhotoshop Elements 15 (吉永 麻衣子)

(技術評論社編集部) 599.2 みんなの布おむつ(林 さやか)

【哲学】 【産業】
141.9 筆跡から発見(丹下 衛) 629.4 自然保護レンジャーになるには(須藤 ナオミ)
147 借金2000万円を抱えた僕にドSの宇宙さんが 645.7 図書館ねこベイカー&テイラー

教えてくれた超うまくいく口ぐせ(小池 浩) (ジャン　ラウチ)
159 GRIT(リンダ　キャプラン　セイラー) 649 いい獣医さんに出会いたい!(西山 ゆう子)

678.4 個人ではじめる輸入ビジネス(大須賀 祐)
【歴史】 694.6 iPhone 7/7 Plus入門・活用ガイド
202.5 ラスコーと世界の壁画(水村 光男)
21.2 著作権法(茶園 成樹) 【芸術】
289.1 僕は頑固な子どもだった(日野原 重明) 702 ソーシャルアート(たんぽぽの家)
290.9 地球の歩き方  A32 702.1 ニセモノ図鑑(西谷 大)

(シベリア＆シベリア鉄道とサハリン) 726.1 光とともに…  別巻(戸部 けいこ)
290.9 地球の歩き方  C07 726.6 かないくん(谷川 俊太郎)

(ニューカレドニア・バヌアツ) 786.1 沢登り&岩登り入門(浜島 一郎)
290.9 地球の歩き方  D12(韓国) 786.1 山岳名著読書ノート(布川 欣一)
290.9 地球の歩き方リゾートスタイル  R03

(マウイ島＆オアフ島)
290.9 ナイル川を下ってみないか(野田 知佑)

【社会科学】
304 文藝春秋オピニオン2017年の論点100
345 ふるさと納税のすべてが分かる本  2017年版
364.6 税金でトクする!確定拠出年金活用ガイド

(家計の総合相談センター)
367.3 介護殺人(毎日新聞大阪社会部取材班)
B368.4 からゆきさん(森崎 和江)
368.6 もう時効だから、すべて話そうか(一橋 文哉)
371.4 ある日、私は友達をクビになった

(エミリー　バゼロン)
386.1 おまつり万歳!(たかぎ なおこ)

【自然科学】
451.6 雪と氷の疑問60(日本雪氷学会)
452.9 おきなわ湧き水紀行(ぐし ともこ)
453 3.11の想定外のM9以降,見直しを迫られる 【地域資料（郷土資料）】

地震研究の最前線 H319.1 北方領土の基礎知識(石郷岡 建)
H319.1 北方領土の謎(名越 健郎)

(医学・薬学） H407 北海道の海辺を歩く(鈴木 明彦)
498 図説国民衛生の動向  2016/2017 H612.1 明日を探る北海道農業(二日市 壮)

(厚生労働統計協会) H626 大地がよろこぶ「ありがとう」の奇跡
498.3 すこやかヨガ(いとう あつこ) (村上 貴仁)

H726.1 ゴールデンカムイ  9(野田 サトル)
H783.7 ファイターズ日本一オフィシャル

グラフィックス  2016(北海道新聞社)
H783.7 大谷翔平会見全文(アスリート研究会)
H783.7 北海道日本ハムファイターズ10年ぶり日本一!
H788.1 平成の北海道大相撲(宗像 哲也)
H914.6 独女日記  3(藤堂 志津子)
HF ハッカの薫る丘で(森 久美子)

【参考図書】
R031 現代用語の基礎知識  2017(自由国民社)
R440.5 天文年鑑  2017年版(天文年鑑編集委員会)

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

書いた文字からその人の生活行動や個性などを言い

当てて友だちをびっくりさせてみませんか？

丹下 衛・著 《筆跡から発見》

介護殺人の加害者に取材し、在宅介護の壮絶な現実

と限界を明らかにする。

毎日新聞大坂社会部取材班・著

《介護殺人 追い詰められた家族の告白》

インターネットにより複雑化したいじめ問題について実際

の事例を検証。又、フェイスブック本社での取材を通して

大人が子どもたちにできることを考えるノンフィクション。

エミリー・バゼロン・著

《ある日、私は友達をクビになった》
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【文学】
911.5 いそっぷ詩(谷川 俊太郎)
913.4 謹訳平家物語  4(林 望)

（読物）
* F 鼠、噓つきは役人の始まり(赤川 次郎)
* F 家康  1(安部 龍太郎)
* F 走狗(伊東 潤)
* F 夜明けまで眠らない(大沢 在昌)
* F 七月に流れる花(恩田 陸)
* F 八月は冷たい城(恩田 陸)
* F 屋根をかける人(門井 慶喜)

F 浜の甚兵衛(熊谷 達也)
F 国家とハイエナ(黒木 亮)

* F マカロンはマカロン(近藤 史恵)
* F さまよえる古道具屋の物語(柴田 よしき)
* F 電王(高嶋 哲夫)

F 石黒くんに春は来ない(武田 綾乃)
F 籠の鸚鵡(辻原 登)

* F 時が見下ろす町(長岡 弘樹)
F And so this is Xmas(秦 建日子)

* F Good old boys(本多 孝好)
F おんな城主直虎  1(森下 佳子)

* F 三鬼(宮部 みゆき)
* F カズサビーチ(山本 一力)

BF X'mas Stories(朝井 リョウ)
BF 相棒  season14中(輿水 泰弘)
BF 雪煙チェイス(東野 圭吾)

（随筆）
914.6 笑って、泣いて、考えて。(永 六輔)

* 914.6 山猫珈琲  上巻(湊 かなえ)

（ルポルタージュ）
916 恋したひとは車いす(酒井 朋子)

（外国文学）
933.7 34丁目の奇跡(ヴァレンタイン　デイヴィス)

戦後の日米関係は、この男から始まった...

日米開戦前に日本に帰化し、終戦後は天皇制維持を訴えた

アメリカ人建築家の数奇な生涯を描く。

門井 慶喜・著 《屋根をかける人》

連続爆弾テロ犯の要求は日本国総理とのテレビ生対談。

犯人の目的は何か？

「アンフェア」シリーズの作家が放つ、ノンストップ

クライムサスペンス。

秦 建日子・著 《And so this is Xmas》

国家を食い物にしているのは、ヘッジファンドか、その国

の権力者か。 恐るべき現実を描く、本格派国際金融小説。

黒木 亮・著 《国家とハイエナ》

弱小少年サッカーチームを通して８組の父と子の心の

ふれあいと成長を描いた家族小説集。

本多 孝好・著 《Good old boys》

80年代半ば、バブル期の和歌山を舞台に怒涛のスリルと

静謐な思索が交錯する迫真のクライムノベル。

辻原 登・著 《籠の鸚鵡》

時間も空間も越えて、突如現れる古道具屋。客を翻弄する

不可思議な店主の望みとは何なのか？

柴田 よしき・著

《さまよえる古道具屋の物語》

好きになった人が、障害を抱えていたらどうしますか？

「障害」を乗り越えて幸せを築いた家族の感動物語。

酒井 朋子著 《恋したひとは車いす》
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【れきし】 【えほん】
234 学習まんが歴史で感動!ポーランド孤児を E やだやだパパやだ!(天野 慶)

救った日本赤十字社(加来 耕三) E なつめやしのおむこさん(市川 里美)
290 マップス　新・世界図絵 * E だるまちゃんとにおうちゃん(加古 里子)

(アレクサンドラ　ミジェリンスカ) * E へんてこだより(斉藤 洋)
E ふくはなにからできてるの?(佐藤 哲也)

【しゃかい】 E は・は・は(せな けいこ)
369 火災のサバイバル(スウィートファクトリー) E でんでんでんしゃ(谷川 俊太郎)

* E オオカミから犬へ!(ハドソン　タルボット)
【りか】 E ぜったいひとつだからね
452 湿地生物のサバイバル(洪 在徹) (ローレン　チャイルド)
481 クイズでさがそう!生きものたちの E ぜったいねないからね(ローレン　チャイルド)

わすれもの  3(小宮 輝之) E 3びきのかわいいオオカミ
491 脳と目の科学  1(クライブ　ギフォード) (ユージーン　トリビザス)
491 脳と目の科学  2(クライブ　ギフォード) * E だじゃれ十二支(中川 ひろたか)

E 羽田空港(濱 美由紀)
【こうぎょう】 E ヨーレのクマー(宮部 みゆき)
596 かわいくつくっちゃおう!かんたん E ここからだしてくれ～!

クッキング12か月  1(トモコ=ガルシア) (セドリック　ラマディエ)
596 つくってみよう!発酵食品(中居 惠子)

【げいじゅつ】
780 冒険スポーツ(メアリー　ポープ　オズボーン)

【おはなし】
（日本のおはなし）
913 まっしょうめん!(あさだ りん)

* 913 マルゲリータのまるちゃん(井上 林子)
* 913 にっこりおすしとわさびくん(佐川 芳枝)

913 都会(まち)のトム&ソーヤ  14上
(はやみね かおる)

913 絶望鬼ごっこ  [6](針 とら)
913 なみだの穴(まはら 三桃)
913 孔明vs.妖怪孔明(三田村 信行)
913 なきむしにかんぱい!(宮川 ひろ)

（海外のおはなし）
933 走れ犬ぞり、命を救え!

(メアリー　ポープ　オズボーン)
* 933 ジョージと秘密のメリッサ(アレックス　ジーノ)

933 スター・オブ・デルトラ  1(エミリー　ロッダ)

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
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