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　一覧です。

　図書の背についている丸いオレンジ色の

　シールが目印です。



【総記】 （医学・薬学）
024.1 もういちど、本屋へようこそ（田口 幹人） 493.7 私たちは生きづらさを抱えている

（姫野 桂）
【哲学】 493.9 子どもの便秘は今すぐなおせ

148.9 ペンギンうらない（坂崎 千春） （松生 恒夫）
159 みんなちがって、みんなダメ 498.3 健康の結論（堀江 貴文）

（中田 考） 498.3 20秒で疲れ・こりが消える
159.4 50歳の衝撃（山本 直人） ヨガトレッチ（koyumi）

498.5 無理なくやせる“脳科学ダイエット”
【歴史】 （久賀谷 亮）

210.7 本土空襲全記録 498.5 作りおき野菜スープで老けない習慣
（NHKスペシャル取材班） （平野 敦之）

289.1 走り続ける力（山中 伸弥）
294.0 吉野信的アフリカ（吉野 信） 【技術】

517.7 トコトンやさしいダムの本
【社会科学】 （溝渕 利明）

336.4 嫌われない男のエチケットとマナー 518.1 水道の民営化・広域化を考える
（根本 千春） （尾林 芳匡）

338.9 為替が動くと、世の中どうなる? 518.5 新カドタ式生ごみでカンタン
（角川 総一） 土づくり（門田 幸代）

361.4 くらべる日本（おかべ たかし） 543.3 水力発電が日本を救うふくしま
361.4 「あ～めんどくさい!」と思った時に チャレンジ編（竹村 公太郎）

読むママ友の距離感（西東 桂子）
366.3 チェンジの扉（ACE） （家政学・生活科学）
367.1 <女子力>革命（萱野 稔人） 590.4 これからの住まい方、暮らし方
371.4 学校に行きたくない君へ （主婦の友社）

（全国不登校新聞社） 595.6 体重計なんて捨てちまえ!
379.9 子どもの自己肯定感を高める10の （ゆでたまん先生）

魔法のことば（石田 勝紀） 596 60代からの暮らしはコンパクトがいい
382.1 CGで甦る江戸庶民の暮らし （本多 京子）

596.3 体にうれしい藤井恵のまいにち納豆
【自然科学】 （藤井 恵）

451.5 台風についてわかっていること 597.9 ラクして続く、家事テク（牛尾 理恵）
いないこと（筆保 弘徳） 599 子育てのイライラがスーっと消える

465 トコトンやさしい微生物の本 魔法の絵本（加藤 史子）
（中島 春紫）

482 写真に残された絶滅動物たち 【産業】
最後の記録（エロル　フラー） 623 すぐわかる病害虫ポケット図鑑

486.1 きらいになれない害虫図鑑（有吉 立） （大阪府植物防疫協会）
487.5 回転寿司になれる魚図鑑（松浦 啓一） 673.9 「定食酒場食堂」の奇跡（小野寺 茂）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）



【芸術・スポーツ】 （随筆）
708.7 めがねと旅する美術 914.6 大人の女といわれる生き方

（めがねと旅する美術展実行委員会） （家田 荘子）
718.7 阿修羅像のひみつ（興福寺） 914.6 目もと隠して、オトナのはなし（LiLy）
721.0 幽霊画と冥界（安村 敏信） 916 朝、目覚めると、戦争が始まって
726.1 マリコ、うまくいくよ（益田 ミリ） いました（方丈社編集部）
754.9 家族がよろこぶダンボール工作（pika） 916 さよなら、うつ。（一色 伸幸）
779.1 やっぱ志ん生だな!（ビートたけし） 916 妻が願った最期の「七日間」
779.1 神田松之丞講談入門（神田 松之丞） （宮本 英司）
783.7 野球の国から（日刊スポーツ新聞社）
793 フラワーアレンジメントの （外国文学）

基本メソッド（蛭田 謙一郎） 943.7 セーヌ川の書店主（ニーナ　ゲオルゲ）
953.7 通過者

【文学】 （ジャン=クリストフ　グランジェ）
909.0 「ふつうのおんなの子」のちから 953.7 ゲリラ（ローラン　オベルトーヌ）

（中村 桂子）
911.1 ねむらない樹vol.1(2018summer) 【地域資料（郷土資料）】

H367.7 知っ得!納得!みんなの終活
（読物） （北海道新聞社）

* F 七つの試練（石田 衣良） H612.1 おいしい北海道やさい（加藤 淳）
* F ドアを開けたら（大崎 梢） H686.2 北海道の廃線アルバム（野沢 敬次）
* F 僕は金になる（桂 望実）
* F 影ぞ恋しき（葉室 麟）
* F 愛なき世界（三浦 しをん）

F 宇喜多の楽土（木下 昌輝）
* F 国宝　上（吉田 修一）
* F 国宝　下（吉田 修一）
* F TAS特別師弟捜査員（中山 七里）
* F 漂砂の塔（大沢 在昌）
* F 人類滅亡小説（山田 宗樹）
* F 歌え、汝龍たりし日々を

（岩井 三四二）
F あのとき僕が泣いたのは、悲し

かったからじゃない（瀧森 古都）
F 日記（蛍 ヒカル）
F シンドローム上（真山 仁）
F シンドローム下（真山 仁）
F 破蕾（冲方 丁）
F 星をつなぐ手（村山 早紀）



【れきし】 【おはなし】
289 メアリー・アニング（北神 諒） 908 5分後に意外な結末ex　エメラルドに

輝く風景（桃戸 ハル）
【しゃかい】 908 5分後に意外な結末ex　オレンジ色に

319 ヒロシマをのこす（佐藤 真澄） 燃える呪文（桃戸 ハル）

【りか】 （日本のおはなし）
440 星空を届けたい（高橋 真理子） * 913 ねこの町の本屋さん（小手鞠 るい）
469 ドラえもん科学ワールド人類進化の * 913 森のとしょかんのひみつ

不思議（藤子　F　不二雄） （小手鞠 るい）
481 どうぶつのかおならべてみた!（高岡 昌江） * 913 モンスター・ホテルでハロウィン
491 ぼくとチョビの体のちがい（佐々木 文彦） （柏葉 幸子）
498 空飛ぶ救命救急室ドクターヘリの 913 おばけのソッチぞびぞび

秘密（和氣 晃司） オーディション（角野 栄子）
913 おしりたんてい みはらしそうの

【こうぎょう】 かいじけん（トロル）
537 くうこうのくるま

（たかの てつさぶろう） （海外のおはなし）
933 伝説の巨大ハリケーン

【さんぎょう】 （メアリー　ポープ　オズボーン）
601 くまモン（森 真理） 933 インクレディブル・ファミリー

（スーザン　フランシス）
【げいじゅつ】

780 話したくなるオリンピックの歴史 【えほん】
（コンデックス情報研究所） * E なまえをつけて（谷川 俊太郎）

* E いっしょにかえろう
（ハイロ　ブイトラゴ）

* E おしごとおしごとなににする?
（なとり ちづ）

* E どんぐりむらのいちねんかん
（なかや みわ）

* E めんたべよう!（小西 英子）
* E ねずみくんのうんどうかい

（なかえ よしを）
* E すきま地蔵（室井 滋）

E ぎゅぎゅぎゅー（駒形 克己）
E もうどう犬べぇべ（セアまり）

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）


