
請求記号 書　名 著　者 出版社

002-ｲ
世界のヘンな研究
世界のトンデモ学問19選

五十嵐　杏南／著 中央公論新社

007.3-ｲ
いいね!ボタンを押す前に
ジェンダーから見るネット空間とメディ
ア

李　美淑／ほか著 亜紀書房

007.6-ｼ
誰でも作れるセンスのいいパワポ
PowerPointデザインテクニック

白木　久弥子／著
エムディエヌ
コーポレーショ
ン

015.2-ﾄ
図書館にまいこんだこどもの大質問
司書さんもビックリ!

こどもの大質問編集部
／編

青春出版社

019.5-ｽ
絵本まるごといただきま〜す!
スギヤマカナヨのワークショップ

スギヤマ　カナヨ／著 子どもの未来社

請求記号 書　名 著　者 出版社

209-ｳ
世界「民族」全史
衝突と融合の人類5000年史

宇山　卓栄／著 日本実業出版社

288.4-ｺ-95
皇室　95号(令和4年夏)
THE IMPERIAL FAMILY
皇室と医療/令和の「宮家」

扶桑社

288.4-ｺ-96
皇室　96号(令和4年秋)
THE IMPERIAL FAMILY
天皇陛下のご研究/皇室と展覧会

扶桑社

289.1-ｲ 102歳、一人暮らし。 石井　哲代／ほか著 文藝春秋

289.1-ﾄ 徳川家康と最強の家臣団　歴史人物名鑑 三猿舎／編
東京ニュース通
信社

289.1-ﾆ 天路の旅人 沢木　耕太郎／著 新潮社

289.1-ﾏ
好きを生きる
天真らんまんに壁を乗り越えて

牧野　富太郎／著 興陽館

291.0-ﾋ 昭和遺産へ、巡礼1703景 平山　雄／著 303 BOOKS

請求記号 書　名 著　者 出版社

319.1-ｷ
消えた「四島返還」
安倍×プーチン北方領土交渉の真相

北海道新聞日ロ取材班
／編

北海道新聞社

335.3-ｵ
個人事業主・中小企業のための補助金獲
得の教科書　日本一わかりやすい!

尾上  昌人／著
イースト・プレ
ス

※請求記号のアルファベット表記について
　B＝文庫、K＝郷土資料、L＝大活字本、R＝参考図書

3月の新着図書リスト
白 老 町 立 図 書 館

電話(0144)82-3000

歴史・伝記・地理

社会科学

総記



請求記号 書　名 著　者 出版社

366.0-ｺ
年収443万円
安すぎる国の絶望的な生活

小林　美希／著 講談社

369.2-ｸ
親の見守り・介護をラクにする道具・ア
イデア・考えること

工藤  広伸／著 翔泳社

369.3-ﾘ
100円ショップ防災手帳
地震豪雨台風津波

龍洪　守人／著 幻冬舎

378-ﾊ
発達が気になる子の性の話
みんなでいっしょに学びたい

伊藤  修毅／監修 講談社

請求記号 書　名 著　者 出版社

460.4-ﾁ 地球を救うスーパーヒーロー生き物図鑑 下村　政嗣／ほか著 エクスナレッジ

493.2-ｶ
運動を頑張らなくても血圧がみるみる下
がる食べ方大全

苅尾　七臣／著 文響社

498.0-ﾖ 養老先生、再び病院へ行く 養老　孟司／ほか著 エクスナレッジ

498.5-ｻ ケトジェニックダイエット 斎藤　糧三／著 講談社

498.5-ﾜ
食品添加物から身を守る
自身と家族のために

渡辺　雄二／著 緑風出版

498.6-ﾄ 薬害「コロナワクチン後遺症」 鳥集　徹／著 ブックマン社

499.8-ﾓ
見つけて食べて愉しむ季節の薬用植物
150種

森　昭彦／著
宇佐美　望樹／協力

秀和システム

請求記号 書　名 著　者 出版社

509.6-ﾀ
図解よくわかるこれからのポカミス防止
対策

竹内　均／著 同文舘出版

519-ｳ 地球環境問題がよくわかる本 浦野　紘平／ほか共著 オーム社

528-ﾄﾞ
よくわかる最新建築設備の基本と仕組み
給排水衛生、ガス、空調、電気…

土井　巖／著 秀和システム

591-ｽﾞ
図解でわかる14歳からの金融リテラ
シー

社会応援ネットワーク
／著

太田出版

591-ｽ 少しでもお金で得するのはどっち? 扶桑社

593.3-ﾜ
和布で楽しむエプロンとかっぽう着
全37点

ブティック社

自然科学

技術・工業・家庭

社会科学



請求記号 書　名 著　者 出版社

594.7-ｲ 今、作りたいスマホショルダー ブティック社

596-ﾌ
ぼうずコンニャクの全国47都道府県う
ますぎゴーゴー!

藤原　昌高／著 マイナビ出版

596.3-ｾ
ラクなのに絶品!のっけごはん&のっけパ
ン170

瀬尾　幸子／著 主婦と生活社

599-ｺ
赤ちゃんの遊びBOOK
一緒にあそぼ!

小西　行郎／ほか著
齊藤　恵／本文マンガ

赤ちゃんとママ
社

599-ｺ
赤ちゃんのしぐさBOOK
動きでよみとく

小西　行郎／ほか著
齊藤　恵／本文マンガ

赤ちゃんとママ
社

599-ﾀ
パパのための育児クイズ115
ふたりの子育てがもっと楽しくなる

高橋　幸恵／著
育児クイズパパ力検定
制作チーム／編
中澤　恵子／ほか監
修・制作協力
黒田　イスキ／漫画・
イラスト

クロスメディ
ア・パブリッシ
ング

599-ﾅ
0.1.2歳児育児の気がかり相談室
保育士が教える子どもの成長の手立て

中田　馨／著
荒川　有／イラスト
金沢　創／監修

WAVE出版

請求記号 書　名 著　者 出版社

642.1-ｽﾞ 図解知識ゼロからの畜産入門 田島　淳史／監修 家の光協会

673.3-ｸ
メルカリガイドブック
売り買いをもっと楽しむ!

桑名　由美／著 技術評論社

請求記号 書　名 著　者 出版社

723.1-ｱ この場所でつくる 淺井　裕介／著 求龍堂

763.5-ｲ
ギターで作曲する方法とほんの少しの
コード理論

いちむら　まさき／著
リットーミュー
ジック

763.8-ﾊ
はじめようカリンバ!
「単音〜和音演奏まで」初心者のための
カリンバ入門

Aya<カリンバミント>
／ほか編曲

ヤマハミュー
ジックエンタテ
インメントホー
ルディングス

772.1-ｾ 名優が語る演技と人生 関　容子／著 文藝春秋

788.1-ｵ-23 大相撲力士名鑑　令和5年 「相撲」編集部／編
ベースボール・
マガジン社

芸術・体育

産業・交通・通信

技術・工業・家庭



請求記号 書　名 著　者 出版社

910.2-ｶ この父ありて　娘たちの歳月 梯　久美子／著 文藝春秋

910.2-ﾋ 名著入門　日本近代文学50選 平田　オリザ／著 朝日新聞出版

請求記号 書　名 著　者 出版社

913.6-ｱ 覇王の轍 相場　英雄／著 小学館

913.6-ｱ いつもの木曜日 青山　美智子／著 宝島社

B-913.6-ｱ 泥棒は世界を救う 赤川　次郎／著 徳間書店

913.6-ｱ 植物少女 朝比奈　秋／著 朝日新聞出版

913.6-ｲ 天下大乱 伊東　潤／著 朝日新聞出版

B-913.6-ｴ 魔術師 江戸川　乱歩／著 KADOKAWA

913.6-ｵ がらんどう 大谷　朝子／著 集英社

B-913.6-ｵ 黒死館殺人事件・完全犯罪 小栗　虫太郎／著 KADOKAWA

B-913.6-ｶ
密室狂乱時代の殺人
絶海の孤島と七つのトリック

鴨崎　暖炉／著 宝島社

913.6-ｷ-1・２ 真珠とダイヤモンド　上・下 桐野　夏生／著 毎日新聞出版

913.6-ｹ 開墾地
グレゴリー・ケズナ
ジャット／著

講談社

913.6-ｺ
審議官
隠蔽捜査9.5

今野　敏／著 新潮社

B-913.6-ｻ-37
独り立ち
吉原裏同心37

佐伯　泰英／著 光文社

B-913.6-ｻ-38
一人二役
吉原裏同心38

佐伯　泰英／著 光文社

913.6-ｻ-3 ホワイトルーキーズ　3 佐竹　アキノリ／著
主婦の友イン
フォス

913.6-ｻ 荒地の家族 佐藤　厚志／著 新潮社

日本文学（小説）

文学



請求記号 書　名 著　者 出版社

B-913.6-ｻ 3分で仰天!大どんでん返しの物語
『このミステリーがす
ごい!』編集部／編

宝島社

913.6-ｼ-1・２ 松雪先生は空を飛んだ　上・下 白石　一文／著 KADOKAWA

913.6-ｼ
令和その他のレイワにおける健全な反逆
に関する架空六法

新川　帆立／著 集英社

913.6-ｽ グレイスレス 鈴木　涼美／著 文藝春秋

913.6-ﾀ パレードのシステム 高山　羽根子／著 講談社

913.6-ﾃ 川のほとりに立つ者は 寺地　はるな／著 双葉社

913.6-ﾄ 浮遊 遠野　遙／著 河出書房新社

913.6-ﾄ 東大に名探偵はいない 市川　憂人／ほか著 KADOKAWA

913.6-ﾅ 木挽町のあだ討ち 永井　紗耶子／著 新潮社

913.6-ﾆ 蝙蝠か燕か 西村　賢太／著 文藝春秋

913.6-ﾊ 尚、赫々たれ　立花宗茂残照 羽鳥　好之／著 早川書房

B-913.6-ﾌ 逆転美人 藤崎　翔／著 双葉社

913.6-ﾌ 数学の女王 伏尾　美紀／著 講談社

B-913.6-ﾐ 禁断捜査 南　英男／著 実業之日本社

913.6-ﾐ よき時を思う 宮本　輝／著 集英社

913.6-ﾑ 不思議カフェNEKOMIMI 村山　早紀／著 小学館

913.6-ﾑ
今日はいい天気ですね。
れんげ荘物語　7

群　ようこ／著 角川春樹事務所

B-913.6-ﾔ 紅い塔 矢月　秀作／著 徳間書店

913.6-ﾔ
固結び
損料屋喜八郎始末控え　5

山本　一力／著 文藝春秋

B-913.6-ﾔ 民宿ひなた屋 山本　甲士／著 潮出版社

日本文学（小説）



請求記号 書　名 著　者 出版社

914.6-ｼ
ショージ君、85歳。
老いてなお、ケシカランことばかり

東海林　さだお／著 大和書房

請求記号 書　名 著　者 出版社

933.7-ｳ ニードレス通りの果ての家
カトリオナ・ウォード
／著
中谷　友紀子／訳

早川書房

B-933.7-ｸﾞ 罪の壁
ウィンストン・グレア
ム／著
三角　和代／訳

新潮社

B-933.7-ｹ 望楼館追想
エドワード・ケアリー
／著
古屋　美登里／訳

東京創元社

933.7-ﾌ 鹿狩りの季節
エリン・フラナガン／
著　矢島　真理／訳

早川書房

請求記号 書　名 著　者 出版社

K-211-ｺ
アイヌの時空を旅する
奪われぬ魂

小坂　洋右／著 藤原書店

K-329.2-ｶ 考えてみよう先住民族と法 小坂田　裕子／ほか編 信山社

K-664.6-ｻ
鮭　～生命をつなぐもの～
第４シリーズ　ふるさと食物紀行―
日胆の農水産物を訪ねて

新沼　友啓∥ほか文・
写真
岩本　圭介∥写真

苫小牧信用金庫

外国文学

日本文学（エッセイ・記録）

郷土資料


