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一覧です。

図書の背についている丸い赤色のシールが

目印です。



【総記】 （家政学・生活科学）
019.1 楽しみながら日本人の教養が身につく速音読 590 子どもとセンスよく丁寧に暮らす（mayuko）

（齋藤 孝） 594 今さら聞けない手芸の基礎がよくわかる!
031.5 ギネス世界記録　2018（クレイグ グレンディ） 基本のピンワーク（貴和製作所）

594.3 いちばんよくわかるかぎ針こもの 
【哲学】 ニットこものの決定版!（日本ヴォーグ社）
146.8 「行動できない」自分からの脱出法! 596.3 フライパンリゾット（若山 曜子）

596.6 鉱物のお菓子 琥珀糖と洋菓子と
あなたを縛る「暗示」にサヨナラ（大嶋 信頼） 鉱物ドリンクのレシピ（さとう かよこ）

147.1 厄祓いの極意（江原 啓之） 599.0 息子とワタシ、ときどきツレ（細川 貂々）
176.8 ニッポンのおみくじ

日本全国232種のおみくじを引く（鏑木 麻矢） 【産業】
675 シェアしたがる心理 SNSの情報環境を読み解く

【歴史】 7つの視点（天野 彬）
* 231 ギリシア人の物語 3（塩野 七生）

290.9 地球の歩き方 D11（「地球の歩き方」編集室） 【芸術・スポーツ】
291.0 バリアフリー温泉で家族旅行 続とっておきの

親孝行旅行に。3世代での大家族旅行に。 726.1 しずくちゃん 29（ぎぼ りつこ）
（山崎 まゆみ） 756.8 ゼロから分かる!5000円からの骨董入門

（尾久 彰三）
【社会科学】 783.8 ゴルフスイングバイブル（内藤 雄士）
316.8 ユダヤ人を救った動物園アントニーナが

愛した命（ダイアン アッカーマン） 【言語】
336.2 仕事を高速化する「時間割」の作り方 814 小説の言葉尻をとらえてみた（飯間 浩明）

（平野 友朗）
336.5 コクヨのシンプル整理術 【文学】

仕事がサクサクはかどる（コクヨ株式会社） 908.3 絶望図書館 立ち直れそうもないとき、心に
338.1 投資なんか、おやめなさい（荻原 博子） 寄り添ってくれる12の物語（頭木 弘樹）
350.1 あなたのまわりのデータの不思議

統計から読み解く（景山 三平） （読物）
361.4 「困った人」との接し方・付き合い方 * F 牛天神（山本 一力）

（リック ブリンクマン） * F 婚約迷走中（群 ようこ）
366.2 副業図鑑 稼げる!自分に合った副業が * F 父子(おやこ)ゆえ 摺師安次郎人情暦（梶 よう子）

必ず見つかる!（戸田 充広） * F ハリケーン（高嶋 哲夫）
367.3 母親に、死んで欲しい 介護殺人・当事者たちの* F 英龍伝（佐々木 譲）

告白（NHKスペシャル取材班） * F 風神の手（道尾 秀介）
369.2 聴導犬のなみだ 良きパートナーとの感動の物語* F 竹林精舎（玄侑 宗久）

（野中 圭一郎） * F 噓 Love Lies（村山 由佳）
369.2 みんなで作る12か月の壁面飾り お年寄りに * F 天翔ける（葉室 麟）

喜ばれるアイデア実例集（池田書店編集部） * F カーテンコール!（加納 朋子）
* F 遺訓（佐藤 賢一）

【自然科学】 * F サハラの薔薇（下村 敦史）
410.7 数と図形のパズル百科（David Wells） * F 探偵少女アリサの事件簿 [2]（東川 篤哉）
B489.8 人間をお休みしてヤギになってみた結果 * F 生の肯定（町田 康）

（トーマス トウェイツ） * F 俺はエージェント（大沢 在昌）
* F 卑劣犯（笹本 稜平）

（医学・薬学） * F キネマの天使 レンズの奥の殺人者（赤川 次郎）
491.3 世界に「かゆい」がなくなる日（柿木 隆 * F 仮面の君に告ぐ（横関 大）
491.5 身近に迫る危険物 人体をおびやかす * F 絶望の歌を唄え（堂場 瞬一）

危ないモノたち（齋藤 勝裕） * F 森家の討ち入り（諸田 玲子）
493.3 誤嚥性肺炎で困らない本 むせずに飲み込める!* F 婚活中毒（秋吉 理香子）

口・のど元気術（寺本 浩平） * F テーラー伊三郎（川瀬 七緒）
496.4 1日1回!子どもの目がどんどん * F 飼う人（柳 美里）

よくなるすごいゲーム（若桜木 虔） * F 意識のリボン（綿矢 りさ）
498.0 図説国民衛生の動向　2017/2018 * F いのち（瀬戸内 寂聴）

（厚生労働統計協会） * F バースデイ・ガール（村上 春樹）
498.3 死ぬまで歩くにはスクワットだけすればいい

（小林 弘幸）

【技術】
517.4 レーダで洪水を予測する（中尾 忠彦）
527 30代夫婦が建てたナチュラルで

子育てしやすい家（主婦と生活社）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）
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（随筆）
* 914.6 50代からしたくなるコト、なくていいモノ

（岸本 葉子）

（外国文学）
933.7 老いたる詐欺師（ニコラス サール）

【地域資料（郷土資料）】
H615.8 新・北海道の病害虫ハンドブック全書

【一般書】
（堀田 治邦） 289.1 八田與一と鳥居信平（地福  進一）

H686.2 夢の扉を開けた男 北海道新幹線は札幌へ 335 ジャンプ!（赤池 鎮）
（綱島 洋一） 617.9 オリーヴのすごい力

H783.1 レバンガ北海道公式ファンブック　2017-18 （小豆島ヘルシーランド株式会社）
（北海道バスケットボールクラブ） 726 月刊モエ（ＭＯＥ）  ２０１７年１０月号

HF 探偵はBARにいる 3（東 直己） 726 月刊モエ（ＭＯＥ）  ２０１７年１１月号
726 月刊モエ（ＭＯＥ）  ２０１７年１２月号

【参考図書】 726 月刊モエ（ＭＯＥ）  ２０１７年９月号
R031 現代用語の基礎知識　2018（自由国民社） 748 遊牧世界へ  ２０１７（西村  幹也）

H211.7 ニセコ町百年史  上巻
H211.7 ニセコ町百年史  下巻

（ニセコ町百年史編さん委員会）
H291 カムイミンタラ  第１分冊 通巻１号－６０号

（りんゆう観光）
H291 カムイミンタラ  第２分冊 通巻６１号－１２０号

（りんゆう観光）
H291 カムイミンタラ  第３分冊ウェブマガジン

１号－３０号 通巻１２１号－１５０号
（りんゆう観光）

H291.1 しりべし交流滞在ガイドブック
（北海道宝島旅行社）

798 遊☆戯☆王アーク・ファイブ
オフィシャルカードゲーム19

913 カエルのメロン（鬼村  テコ）

11･12月に寄贈頂いた資料です。

こちらも新着図書と併せてご利用下さい。
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【れきし】 【おはなし】
289 西郷隆盛 明治維新をなしとげた薩摩隼人 （海外のおはなし）

（泉田 もと） * 933 レモンの図書室（ジョー コットリル）
* 933 最後のオオカミ（マイケル モーパーゴ）

【しゃかい】
* 376 なないろランドのたからもの 【ほっかいどうの本】

 おしごとのおはなし 保育士（井上 林子） H289 知里幸恵とアイヌ 豊かなアイヌ文化を初めて
文字で表現した天才少女（ひきの 真二）

【こうぎょう】
507 発明対決 10 ヒラメキ勝負!（ゴムドリco.） 【えほん】
588 世界を救うパンの缶詰（菅 聖子） * E にゃんにゃん（せな けいこ）

* E だるまちゃんとはやたちゃん（加古 里子）
【げいじゅつ】 * E だるまちゃんとキジムナちゃん（加古 里子）

* 779 なんでやねーん! おしごとのおはなし * E だるまちゃんとかまどんちゃん（加古 里子）
お笑い芸人（安田 夏菜） * E じてんしゃのれるかな（平田 利之）

798 チャレンジミッケ!ミッケがだいすき 2 * E わたしのおひっこし（イヴ バンティング）
（ウォルター ウィック） * E せかいいちまじめなレストラン（たしろ ちさと）

* E あさがくるまえに（ジョイス シドマン）
* E ふしぎなどうぶつランド（高畠 純）
* E マララのまほうのえんぴつ（マララ　ユスフザイ）
* E 灰屋灰次郎 灰はございー 人情えほん（飯野 和好）

E たくはいびーん（林 木林）
E さわれるまなべるさむいくにのどうぶつ

（エミリ マロンダン）
E マンボウひまな日（たけがみ たえ）

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
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