
＜一般書＞

書　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

　井上 香緒里∥著 　インプレス      007.6   /ﾃﾞ

図書館活用術 　 　藤田 節子∥著 　日外アソシエーツ      015     /ﾌ 

博物館と文化財の危機 　 　岩城 卓二∥編 　人文書院      069.0   /ﾊ 

一億三千万人のための『論語』教室 　 　高橋 源一郎∥著 　河出書房新社      123.8   /ﾀ 

もの忘れと記憶の科学 　 　五日市 哲雄∥著 　日刊工業新聞社      141.3   /ｲ 

絵はがきのなかの札幌 　 　上ケ島 オサム∥著 　北海道新聞社      211.5   /ｶ 

ベトナム戦争と私 　 　石川 文洋∥著 　朝日新聞出版      223.1   /ｲ 

エンペラー・ファイル 　 　徳本 栄一郎∥著 　文藝春秋      288.4   /ﾄ 

地誌学概論 　 　矢ケ崎 典隆∥編著 　朝倉書店      290.1   /ﾁ 

北海道 　'21 　 　昭文社      291.1   /ﾎ

るるぶ北海道 　'21 　 　JTBパブリッシング      291.1   /ﾙ

るるぶ十勝帯広ガーデン街道 　[2020] 　 　JTBパブリッシング      291.1  /ﾙ 

　原 尚美∥著 　ソーテック社      325.2   /ﾊ 

　井上 修∥著 　ソーテック社      336.4   /ｲ 

介護とブックトーク 　Part2 　 　素人社      369.2   /ｶ

スマホに振り回される子スマホを使いこなす子 　 　五十嵐 悠紀∥著 　ジアース教育新社      379.9   /ｲ 

　久保田 競∥著 　主婦の友社      379.9   /ｸ 

海底の支配者底生生物 　 　清家 弘治∥著 　中央公論新社      481.7   /ｾ 

筋肉の機能・性質パーフェクト事典 　 　石井 直方∥著 　ナツメ社      491.3   /ｲ 

イラストでまなぶ人体のしくみとはたらき 　 　田中 越郎∥著 　医学書院      491.3   /ﾀ 

誰でもできる頭のよくなる習慣 　 　三石 巌∥著 　祥伝社      491.3   /ﾐ 

人体、なんでそうなった? 　 　ネイサン　レンツ∥著 　化学同人      491.3   /ﾚ 

痛み・鎮痛の教科書<しくみと治療法> 　 　上野 博司∥監修 　ナツメ社      492     /ｲ 

体と病気の科学知識 　 　 　ニュートンプレス      492     /ｶ 

介護現場で使える急変時対応便利帖 　
　介護と医療研究会
∥著 　翔泳社      493.1   /ｶ 

しくじらない飲み方 　 　斉藤 章佳∥著 　集英社      493.1  /ｻ 

写真でわかる早引き高齢者の薬ハンドブック 　 　饗庭 三代治∥監修 　エクスナレッジ      493.1   /ｼ 

よくわかる女性のADHD 　 　司馬 理英子∥著 　主婦の友社      493.7   /ｼ 

パーキンソン病 　 　織茂 智之∥監修 　高橋書店      493.7   /ﾊﾟ

この「感染症」が人類を滅ぼす 　 　奥田 研爾∥著
　幻冬舎メディア
コンサルティング      493.8   /ｵ 

　金子 光延∥著 　かもがわ出版      493.9   /ｶ 

自閉症の子どもたちと“恐怖の世界” 　 　白石 勧∥著 　花伝社      493.9   /ｼ 

子どもたちのビミョーな本音 　 　武井 明∥著 　日本評論社      493.9   /ﾀ 

腸を切った人を元気いっぱいにする食事170 　 　齋藤 典男∥監修 　主婦の友社      494.6   /ﾁ 
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できるPowerPointパーフェクトブック困った!&便利ワザ大全

最新いちばんわかりやすい会社のつくり方がよくわかる本

最新小さな会社の給与計算と社会保険事務がわかる本

1～3才思考力がぐんぐん育つクボタメソッド子ども脳トレ

どうする?保育園&小さな子どものいる家庭での食物アレルギー
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　江頭 文江∥著 　学研プラス      498.5   /ｴ 

外食・コンビニ・惣菜のカロリーガイド 　 　香川 明夫∥監修
　女子栄養大学
出版部      498.5   /ｶﾞ

かむ・飲み込むが難しい人のごはん 　 　藤谷 順子∥監修 　講談社      498.5   /ｶ 

子どもに食べさせたくない遺伝子組み換え食品 　 　天笠 啓祐∥編著 　芽ばえ社      498.5   /ｺ 

食品添加物用語の基礎知識 　 　小薮 浩二郎∥監修 　マガジンランド      498.5   /ｼ 

　白澤 卓二∥著 　主婦の友社      498.5   /ｼ 

月曜断食ビジュアルBOOK 　 　関口 賢∥著 　文藝春秋      498.5   /ｾ 

目で見る食品糖質量データブック 　 　小田原 雅人∥監修 　学研プラス      498.5   /ﾒ 

東京大改造マップ2020-20XX 　
　日経アーキテクチュア
∥編 　日経BP      518.8   /ﾄ 

　堤 猛∥[著]
　クロスメディア・
パブリッシング      527     /ﾂ 

トヨタの未来生きるか死ぬか 　 　日本経済新聞社∥編
　日本経済新聞
出版社      537.0   /ﾄ 

日本の刃物 研ぎの技法 　 　大工道具研究会∥編 　誠文堂新光社      581.7   /ﾆ 

低身長のためのファッションルール 　 　田中 亜希子∥著 　宝島社      589.2   /ﾀ 

MONOQLOお得技大全 　2020 　 　晋遊舎      590     /ﾓ

おいしくやせる!簡単スパイスカレー 　 　印度カリー子∥著 　青春出版社      596     /ｲ 

志麻さんのベストおかず 　 　タサン志麻∥著 　扶桑社      596     /ﾀ 

はるあんのとっておきレシピ 　 　はるあん∥著 　KADOKAWA      596     /ﾊ 

六甲かもめ食堂野菜が美味しい季節の献立 　 　船橋 律子∥著 　誠文堂新光社      596     /ﾌ 

子どもも喜ぶ10分出汁ごはん 　 　伏木 暢顕∥著 　小学館      596     /ﾌ 

バズレシピ　もっと!太らないおかず編 　リュウジ∥著 　扶桑社      596     /ﾘ 

　阪下 千恵∥著 　ぴあ      596.4  /ｻ 

修道院のお菓子 　 　丸山 久美∥著 　扶桑社      596.6   /ﾏ 

　 　宝島社      597.5   /ﾋ 

北海道の業界地図 　

　北海学園大学
経営学部佐藤大輔
ゼミ∥編著 　北海道新聞社      602.1   /ﾎ 

まんがで読むはじめての保護猫 　 　猫びより編集部∥編 　日東書院本社      645.7   /ﾏ 

「レオパ」飼育バイブル 　
　爬虫類専門店
アクアマイティー∥監修

　メイツユニバーサル
コンテンツ      666.7   /ﾚ 

飲食業界成功する店失敗する店 　 　重野 和稔∥著 　すばる舎      673.9   /ｼ 

MONOQLO安くて良いモノベストコレクション 　2020 　 　晋遊舎      675.1   /ﾓ

昭和40年代北海道の鉄路 　上巻 　高木 堯男∥写真 　フォト・パブリッシング      686.2   /ﾀ

　羽田 耕治∥編著 　第一法規      689.1   /ﾊ 

基礎自治体の文化政策 　 　藤野 一夫∥編著 　水曜社      709.1   /ｷ 

四つの風 　 　砂澤 ビッキ∥著 　北海道新聞社      712.1   /ﾖ 

しずくちゃん 　34 　ぎぼ りつこ∥作　絵 　岩崎書店      726.1   /ｷﾞ

ねことじいちゃん 　6 　ねこまき∥著 　KADOKAWA      726.1   /ﾈ

ゴールデンカムイ 　20 　野田 サトル∥著 　集英社      726.1   /ﾉ

アレンジおかずがいっぱい!夜ごはんから作るお弁当

はじめてでもわかる!自治体職員のための観光政策立案必携

かみやすい飲み込みやすい高齢者のやわらか食132

Dr.白澤のゆる無添加のすすめ
　　　　　　　　　やっぱり心配添加物と超加工食品

「超簡単」60分でわかる!リフォーム・外壁塗装の教科書

100円グッズでおしゃれ収納インテリアベストセレクション
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僕の姉ちゃん的生活 　 　益田 ミリ∥著 　マガジンハウス      726.1   /ﾏ 

90歳セツの新聞ちぎり絵 　 　木村 セツ∥ちぎり絵 　里山社      726.9   /ｷ 

はじめてでも作れるみんなの紙バンド雑貨 　vol.3 　 　ブティック社      754.9   /ﾊ

韓国テレビドラマコレクション 　2020 　キネマ旬報社∥編 　キネマ旬報社      778.8   /ｶ

綴る女 　 　林 真理子∥著 　中央公論新社      910.2   /ﾊ 

三世代探偵団 　[2] 　赤川 次郎∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｱ

流人道中記 　上 　浅田 次郎∥著 　中央公論新社      913.6   /ｱ

流人道中記 　下 　浅田 次郎∥著 　中央公論新社      913.6   /ｱ

海の十字架 　 　安部 龍太郎∥著 　文藝春秋      913.6   /ｱ 

さいはての家 　 　彩瀬 まる∥著 　集英社      913.6   /ｱ 

発注いただきました! 　 　朝井 リョウ∥著 　集英社      913.6   /ｱ 

イマジン? 　 　有川 ひろ∥著 　幻冬舎      913.6   /ｱ 

雲を紡ぐ 　 　伊吹 有喜∥著 　文藝春秋      913.6   /ｲ 

よその島 　 　井上 荒野∥著 　中央公論新社      913.6   /ｲ 

御社のチャラ男 　 　絲山 秋子∥著 　講談社      913.6   /ｲ 

去年の雪 　 　江國 香織∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｴ 

平蔵の母 　 　逢坂 剛∥著 　文藝春秋      913.6   /ｵ 

ドミノin上海 　 　恩田 陸∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｵ 

今日も町の隅で 　 　小野寺 史宜∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｵ 

うちの父が運転をやめません 　 　垣谷 美雨∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｶ 

三年長屋 　 　梶 よう子∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｶ 

東京、はじまる 　 　門井 慶喜∥著 　文藝春秋      913.6   /ｶ 

占 　 　木内 昇∥著 　新潮社      913.6   /ｷ 

たおやかに輪をえがいて 　 　窪 美澄∥著 　中央公論新社      913.6   /ｸ 

大阪環状線 　 　草薙 秀一∥著 　新日本出版社      913.6   /ｸ 

清明 　 　今野 敏∥著 　新潮社      913.6   /ｺ 

西新宿幻影物語 　 　小林 栗奈∥著 　産業編集センター      913.6   /ｺ 

わかれ縁 　 　西條 奈加∥著 　文藝春秋      913.6  /ｻ 

国道食堂 1st season 　小路 幸也∥著 　徳間書店      913.6   /ｼ

コープス・ハント 　 　下村 敦史∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｼ 

絶対聖域 　 　新堂 冬樹∥著 　講談社      913.6   /ｼ 

君がいないと小説は書けない 　 　白石 一文∥著 　新潮社      913.6   /ｼ 

犬のかたちをしているもの 　 　高瀬 隼子∥著 　集英社      913.6   /ﾀ 

十字架のカルテ 　 　知念 実希人∥著 　小学館      913.6   /ﾁ 

てしごと 　 　あさの あつこ∥著 　徳間書店      913.6   /ﾃ 

十津川警部殺意の交錯 　 　西村 京太郎∥[著] 　徳間書店      913.6   /ﾆ 
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西日本鉄道殺人事件 　 　西村 京太郎∥著 　新潮社      913.6   /ﾆ 

終の盟約 　 　楡 周平∥著 　集英社      913.6   /ﾆ 

猫君 　 　畠中 恵∥著 　集英社      913.6   /ﾊ 

劇場版ONE PIECE STAMPEDE 　 　尾田 栄一郎∥原作 　集英社      913.6   /ﾊ 

背高泡立草 　 　古川 真人∥著 　集英社      913.6   /ﾌ 

ピエタとトランジ 　 　藤野 可織∥著 　講談社      913.6   /ﾌ 

流浪の大地 　 　本城 雅人∥著 　KADOKAWA      913.6   /ﾎ 

坂下あたると、しじょうの宇宙 　 　町屋 良平∥著 　集英社      913.6   /ﾏ 

今日もお疲れさま 　 　群 ようこ∥[著] 　角川春樹事務所      913.6  /ﾑ 

丸の内魔法少女ミラクリーナ 　 　村田 沙耶香∥著 　KADOKAWA      913.6  /ﾑ 

嫁ぐ日 　 　諸田 玲子∥著 　集英社      913.6   /ﾓ 

鬼滅の刃 　[1]
　吾峠 呼世晴
∥[原]著 　集英社      913.6   /ﾔ

鬼滅の刃 　[2]
　吾峠 呼世晴
∥[原]著 　集英社      913.6   /ﾔ

太平洋食堂 　 　柳 広司∥著 　小学館      913.6  /ﾔ 

魂の痕(きずあと) 　 　梁 石日∥著 　河出書房新社      913.6  /ﾔ 

　堀越 耕平∥[原]著 　集英社      913.6   /ﾖ 

庭とエスキース 　 　奥山 淳志∥[著] 　みすず書房      914.6   /ｵ 

50代、足していいもの、引いていいもの 　 　岸本 葉子∥著 　中央公論新社      914.6   /ｷ 

生きるための辞書 　 　北方 謙三∥著 　新潮社      914.6   /ｷ 

長生きしたいわけではないけれど。 　 　曽野 綾子∥著 　ポプラ社      914.6   /ｿ 

病気も人生 　 　曽野 綾子∥著 　興陽館      914.6   /ｿ 

夜明けのM 　 　林 真理子∥著 　文藝春秋      914.6   /ﾊ 

海苔と卵と朝めし 　 　向田 邦子∥著 　河出書房新社      914.6  /ﾑ 

ザリガニの鳴くところ 　
　ディーリア　オーエンズ
∥著 　早川書房      933.7   /ｵ 

友だち 　
　シーグリッド　ヌーネス
∥著 　新潮社      933.7   /ﾇ 

閉鎖病棟 　 　帚木 蓬生∥著 　新潮社 B   913.6  /ﾊ 

日本史総合年表 　 　加藤 友康∥編 　吉川弘文館 R   210.0  /ﾆ 

北海道民具事典 　2
　北海道民具事典
編集委員会∥編 　北海道新聞社 R   383.9  /ﾎ

ＨＯ　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年3月号 　
　株式会社ぶらんと
マガジン社∥発行 U   291.1  /ﾎ

SDGs時代のパートナーシップ 　 　佐藤 真久∥編著 　学文社 U   318    /ｴ 

百姓貴族 　6 　荒川 弘∥著 　新書館 U   726.1  /ｱ

銀の匙 VOLUME15 　荒川 弘∥著 　小学館 U   726.1  /ｱ 

僕のヒーローアカデミアTHE MOVIEヒーローズ:ライジング
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令和2年3月31日　№100　浦幌町立図書館新着図書情報　（2・3月受入分） ＜児童書＞

書　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

すみっコぐらしのお友だちとなかよくする方法 　 　相川 充∥監修 　主婦と生活社      158     /ｽ

ニュース年鑑 　2020 　池上 彰∥監修 　ポプラ社      304     /ﾆ

しごとば 　やっぱり 　鈴木 のりたけ∥作 　ブロンズ新社      366     /ｽ

新・大学でなにを学ぶか 　 　上田 紀行∥編著 　岩波書店      377     /ｳ

桃太郎は盗人なのか? 　 　倉持 よつば∥著 　新日本出版社      388     /ｸ

博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう 　3 　小川 誠∥共著 　少年写真新聞社      407     /ﾊ

博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう 　4 　小川 誠∥共著 　少年写真新聞社      407     /ﾊ

統計学をめぐる散歩道 　 　石黒 真木夫∥著 　岩波書店      417     /ｲ

星座と神話のキャラクター図鑑 　 　渡部 潤一∥監修 　日本図書センター      443     /ｾ

くらべてびっくり!やばい進化のいきもの図鑑 　 　今泉 忠明∥著 　世界文化社      467     /ｲ

ドラえもん科学ワールド未来のくらし 　
　藤子　F　不二雄

∥まんが 　小学館      504     /ﾄﾞ

イチからつくるえんぴつ 　 　杉谷 龍一∥編 　農山漁村文化協会      576     /ｲ

イチからつくるプラスチック 　 　岩田 忠久∥編 　農山漁村文化協会      578     /ｲ

イチからつくるのり<接着剤> 　 　早川 典子∥編 　農山漁村文化協会      579     /ｲ

スマート農業の大研究 　 　海津 裕∥監修 　PHP研究所      614     /ｽ

りんごだんだん 　
　小川 忠博
∥写真と文 　あすなろ書房      625     /ｵ

岩合光昭の日本犬図鑑 　
　岩合 光昭
∥文　写真 　文溪堂      645     /ｲ

スーパー戦隊大図鑑デラックス 　 　 　ポプラ社      778     /ｽ

オリンピック・パラリンピックを学ぶ 　 　後藤 光将∥編著 　岩波書店      780     /ｺﾞ

ルフィの大冒険 　 　トキタ シオン∥[著] 　集英社      798     /ﾄ

絵で見てわかるはじめての古典 　1巻 　 　学研プラス      910     /ｴ

絵で見てわかるはじめての古典 　2巻 　 　学研プラス      910     /ｴ

絵で見てわかるはじめての古典 　3巻 　 　学研プラス      910     /ｴ

絵で見てわかるはじめての古典 　4巻 　 　学研プラス      910     /ｴ

絵で見てわかるはじめての古典 　5巻 　 　学研プラス      910     /ｴ

絵で見てわかるはじめての古典 　6巻 　 　学研プラス      910     /ｴ

絵で見てわかるはじめての古典 　7巻 　 　学研プラス      910     /ｴ

絵で見てわかるはじめての古典 　8巻 　 　学研プラス      910     /ｴ

絵で見てわかるはじめての古典 　9巻 　 　学研プラス      910     /ｴ

絵で見てわかるはじめての古典 　10巻 　 　学研プラス      910     /ｴ

デジモンアドベンチャーLAST EVOLUTION絆 　 　大和屋 暁∥脚本 　集英社      913     /ｶ

5分後に君とサヨナラのラスト 　 　エブリスタ∥編 　河出書房新社      913     /ｺﾞ

5分後に謎解きのラスト 　 　エブリスタ∥編 　河出書房新社      913     /ｺﾞ

グレーテルの白い小鳥 　 　斉藤 洋∥作 　偕成社      913     /ｻ
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フラワーショップの亡霊 　 　斉藤 洋∥作 　あかね書房      913     /ｻ

怪談5分間の恐怖 呪いの人形 　 　中村 まさみ∥著 　金の星社      913     /ﾅ

ほねほねザウルス 　22
　カバヤ食品株式
会社∥原案　監修 　岩崎書店      913     /ﾎ

小説映画ドラえもんのび太の新恐竜 　
　藤子　F　不二雄
∥原作 　小学館      913     /ﾜ

はりねずみのルーチカ 　[9] 　かんの ゆうこ∥作 　講談社      913     /ｶ

ウォーリアーズ 　4-6 　エリン　ハンター∥作 　小峰書店      933     /ﾊ

動物と話せる少女リリアーネ 　13
　タニヤ　シュテー
ブナー∥著 　学研プラス      943     /ｼ

ぼくとちいさなポポフ 　 　あきくさ あい∥さく 　教育画劇      E       /ｱ

おはなみバス 　 　すとう あさえ∥ぶん 　ほるぷ出版      E       /ｲ

こころ 　 　金子 みすゞ∥詩 　講談社      E       /ｲ

ココとおおきなおおきなおなべ 　 　こがしわ かおり∥作 　教育画劇      E       /ｵ

いろんなでんしゃはっしゃしまーす 　 　岡本 雄司∥作 　アリス館      E       /ｵ

　 　講談社      E       /ｶ

仮面ライダーヒーローズ!スーパーバトル大図鑑 　 　 　講談社      E       /ｶ

おまるちゃん 　
　きたがわ めぐみ
∥作　絵 　教育画劇      E       /ｷ

あくびしてるのだーれ? 　 　穂高 順也∥作 　岩崎書店      E       /ｸ

くすのきだんちのねむりいす 　 　武鹿 悦子∥作 　ひかりのくに      E       /ｽ

怪盗グルーの月泥棒 　
　アリー　キャプラン
∥脚色 　小学館      E       /ﾁ

ぱかぱかももんちゃん 　
　とよた かずひこ
∥さく　え 　童心社      E       /ﾄ

Mou 　 　Naffy∥作　絵 　学研プラス      E       /ﾅ

どこへいったの?いちごちゃん 　 　のし さやか∥作　絵 　ひさかたチャイルド      E       /ﾉ

ペネロペおおきくなったらなにになる? 　 　アン　グットマン∥ぶん 　岩崎書店      E       /ﾊ

ミニオンズ 　
　レイチェル
クレボウスキー∥脚色 　小学館      E       /ﾊﾞ

ティモシーとサラたのしいおうち 　 　芭蕉 みどり∥作　絵 　ポプラ社      E       /ﾊﾞ

いつつごうさぎのきっさてん 　 　まつお りかこ∥作　絵 　岩崎書店      E       /ﾏ

ノブーナガ 　 　丸山 誠司∥作 　絵本館      E       /ﾏ

はるのうた 　 　もち なおみ∥さく 　イマジネイション・プラス      E       /ﾓ

ひなまつりパーティーはるらんらん 　 　すとう あさえ∥文 　ほるぷ出版      E       /ﾔ

アンパンマンとカレンのもり 　
　やなせ たかし
∥作　絵 　フレーベル館      E       /ﾔ

もしものせかい 　 　ヨシタケ シンスケ∥著 　赤ちゃんとママ社      E       /ﾖ

地図で知る世界の国ぐに 　 　正井 泰夫∥監修 　平凡社 R    290    /ﾁ

仮面ライダーゼロワン&オール仮面ライダーだいひゃっか
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