
41 絵本の力 河合隼雄　他 岩波書店
42 中国55の少数民族を訪ねて 市川捷護・市橋雄二 白水社
43 パラサイト日本人論 竹内久美子 文藝春秋
44 ざんねんないきもの事典 今泉忠明　監修 高橋書店
45 東京オリンピック1964 フォート・キシモト　新潮社編 新潮社
46 ウチラは悪くないのです 阿川せんり 新潮社
47 はこだて櫻珈琲舎 篠田真由美 篠田真由美
48 モモヨまだ九十歳 群ようこ 筑摩書房
49 豚の死なない日 ロバート・ニュートン・ペック 白水社
50 人間になりかけたライオン シェル・シルヴァスタイン 講談社

1 コロナ後の世界を生きる : 私たちの提言 村上陽一郎編 岩波書店
2 ありえないことが現実になるとき : 賢明な破局論にむけて ﾃﾞｭﾋﾟｭｲ, J. P.著 筑摩書房
3 コロナ後の世界 ｼﾞｬﾚﾄﾞ･ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞ[ほか]著 文藝春秋
4 パンデミックとたたかう 押谷仁[ほか]著 岩波書店 51 ものがたりで学ぶ経済学入門 根井雅弘著 中央経済社
5 絶望を希望に変える経済学 ｱﾋﾞｼﾞｯﾄ･V･ﾊﾞﾅｼﾞｰ[ほか]著 日経BP 52 義理と人情の経済学 山村英司著 東洋経済新報社
6 アフターコロナ : 見えてきた7つのメガトレンド 日経ｸﾛｽﾃｯｸ編 日経BP 53 お金の流れでわかる世界の歴史 大村大次郎著 KADOKAWA
7 コロナショック・サバイバル : 日本経済復興計画 冨山和彦著 文藝春秋 54 ふるさとって呼んでもいいですか ナディ著 大月書店
8 流言蜚語 清水幾太郎著 筑摩書房 55 チョンキンマンションのボスは知っている 小川さやか著 春秋社
9 猛威をふるう「ウイルス・感染症」にどう立ち向かうのか 河岡義裕[ほか]監修 ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房 56 障がい者だからって、稼ぎがないと思うなよ。 姫路まさのり著 新潮社
10 感染症に挑む : 創薬する微生物 : 放線菌 杉山政則著 共立出版 57 マリー・アントワネットは何を食べていたのか ピエール=イヴ・ボルペール著 原書房
11 ビジュアルパンデミック・マップ ｻﾝﾄﾞﾗ･ﾍﾝﾍﾟﾙ著 日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ社 58 日本のお弁当文化 権代美重子著 法政大学出版局
12 未知なる恐怖を超えて （人類と感染症の歴史 ） 加藤茂孝著 丸善出版 59 世界からコーヒーがなくなるまえに ペトリ・レッパネン, ラリ・サロマー著 青土社
13 新たな恐怖に備える （人類と感染症の歴史 ） 加藤茂孝著 丸善出版 60 サンリオピューロランドの人づくり 小巻亜矢著 ダイヤモンド社
14 疫病と世界史 （上） ｳｨﾘｱﾑ･H･ﾏｸﾆｰﾙ著 中央公論新社 61 なぜテーマパークでは朝から風船を売っているのか? 清水群著 ザ・ブック
15 疫病と世界史 （下） ｳｨﾘｱﾑ･H･ﾏｸﾆｰﾙ著 中央公論新社 62 フードテック革命 田中宏隆, 岡田亜希子, 瀬川明秀著 日経BP
16 知っておきたい感染症 : 新型コロナと21世紀型パンデミック 岡田晴恵著 筑摩書房 63 Netflixコンテンツ帝国の野望 ジーナ・キーティング著 新潮社
17 史上最悪のインフルエンザ : 忘れられたパンデミック ｱﾙﾌﾚｯﾄﾞ･W･ｸﾛｽﾋﾞｰ著 みすず書房 64 PIXAR (ピクサー) ローレンス・レビー著 文響社
18 日本を襲ったスペイン・インフルエンザ 速水融著 藤原書店 65 奇跡の本屋をつくりたい 久住邦晴著 ミシマ社
19 ウイルスの世紀 : なぜ繰り返し出現するのか 山内一也 著 みすず書房 66 「かわいい」のちから : 実験で探るその心理 入戸野宏著 化学同人
20 ドキュメント武漢 早川真著 平凡社 67 サピエンス全史 　上 ユヴァル・ノア・ハラリ著 河出書房新社
21 OECD公衆衛生白書:日本 : 明日のための健康づくり OECD編著 明石書店 68 サピエンス全史 　下 ユヴァル・ノア・ハラリ著 河出書房新社
22 感染症はぼくらの社会をいかに変えてきたのか 小田中直樹著 日経BP 69 137億年の物語 クリストファー・ロイド著 文藝春秋
23 コロナのせいにしてみよう。 : シャムズの話 國松淳和著 金原出版 70 オリジン・ストーリー : 138億年全史 デイヴィッド・クリスチャン著 筑摩書房
24 学校、職場、地域におけるｽﾄﾚｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ実践ﾏﾆｭｱﾙ 嶋田洋徳[ほか]編著 北大路書房
25 新型コロナウイルス人災記 : パンデミックの31日間 川村湊著 現代書館
26 コロナ危機の社会学 : 感染したのはウイルスか、不安か 西田亮介著 朝日新聞出版
27 新型コロナ19氏の意見 農山漁村文化協会編 農山漁村文化協会
28 コロナの衝撃 : 感染爆発で世界はどうなる? 小原雅博著 ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ
29 新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾊﾟﾝﾃﾞﾐｯｸに日本はいかに立ち向かってきたか 岡部信彦[ほか]編集 南山堂
30 思想としての「新型コロナウイルス禍」 大澤真幸[ほか著 河出書房新社
31 ウイルスVS人類 瀬名秀明 [ほか]著 文藝春秋 71 家守綺譚 梨木果歩 新潮社
32 時間感染症学 鷲見紋子[ほか]著 北海道大学出版会 72 営繕かるかや怪異譚 小野不由美 角川書店
33 病気の社会史 : 文明に探る病因 立川昭二著 岩波書店 73 オコナイ : 湖国・祭りのかたち 中島誠一, 上田洋平, 原田信男 INAX出版
34 感染症危機に備える10のｹ-ｽｽﾀﾃﾞｨ(ﾊﾟﾝﾃﾞﾐｯｸを阻止せよ!) 浦島充佳著 化学同人 74 新世界透明標本 冨田伊織 小学館
35 感染症を封じ込めるための10のｹ-ｽｽﾀﾃﾞｨ(ﾊﾟﾝﾃﾞﾐｯｸを阻止せよ!) 浦島充佳著 化学同人 75 江戸の動植物図譜 狩野博幸監修 河出書房新社
36 社会疫学 （上） ﾘｻ･F.ﾊﾞｰｸﾏﾝ[ほか]編 大修館書店 76 科学の最前線を切りひらく！ 川端裕人 筑摩書房
37 社会疫学 (下） ﾘｻ･F.ﾊﾞｰｸﾏﾝ[ほか]編 大修館書店 77 ウイルスは悪者か : お侍先生のウイルス学講義 高田礼人 亜紀書房
38 わかる公衆衛生学・たのしい公衆衛生学 丸井英二編 弘文堂 78 カラスはずる賢い、ハトは頭が悪い、サメは狂暴、イルカは温厚って本当か? 松原始 山と溪谷社
39 東京、コロナ禍。 初沢亜利写真 柏書房 79 わたしたち、海でヘンタイするんです。 鈴木香里武 世界文化社
40 コロナの時代の僕ら ﾊﾟｵﾛ･ｼﾞｮﾙﾀﾞｰﾉ著 早川書房 80 イカはしゃべるし、空も飛ぶ 奥谷喬司 講談社

81 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ 新潮社
82 ドーナツを穴だけ残して食べる方法 大阪大学ショセキカプロジェクト編 日本経済新聞出版社
83 愛しのオクトパス サイ・モンゴメリー 亜紀書房
84 詩と科学 湯川秀樹 平凡社

函館短期大学図書館 住所：函館市高丘町52-1

電話：0138(57)1800

http://www.hakodate-jc.ac.jp/library/

函館市内の10図書館が「ラストページまで駆け抜けて」をテーマに本を展示します。

今年度は、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、各館での展示ではなく

webでの展示となります。LL文庫の本棚をぜひご覧ください。

　　はこだてLL文庫の本棚 　https://booklog.jp/users/librarylink

公立はこだて未来大学情報ライブラリー 住所：函館市亀田中野町116-2

電話：0138(34)6360

URL：http://library.fun.ac.jp/

函館大学図書館 住所：函館市高丘町51-1

電話：0138(57)1181

URL：http://webopac.hakodate-u.ac.jp/

北海道大学水産学部図書室 住所：函館市港町3-1-1

電話：0138(40)5517

URL：https://www.lib.hokudai.ac.jp/fish/
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85 ムーン・パレス ポール・オースター 新潮社
86 風味絶佳 山田詠美 文藝春秋
87 あと少し、もう少し 瀬尾まいこ 新潮文庫
88 花は泡、そこにいたって会いたいよ 初谷むい 書肆侃侃房
89 ティラノサウルスはすごい 土屋健 文藝春秋
90 ぼくらの骨格標本のつくり方(骨の学校 ; [1]) 盛口満, 安田守 木魂社 125 会いたかった画家 安野　光雅／著 東京：山川出版社

126 アイヌ絵巻探訪 五十嵐　聡美／著 札幌：北海道新聞社
127 アシュラブック 北　進一／著 東京：美術出版社
128 あなたに贈る四季の色 若菜　晃子／文 東京：パイインターナショナル
129 あやしい美人画 松嶋　雅人／[編]著 東京：東京美術
130 石田徹也遺作集 石田　徹也／著 東京：求龍堂
131 いちばんていねいな、植物のある風景の水彩レッスン 星野　木綿／著 東京：日本文芸社
132 いちばんていねいな、人物のデッサン 小椋　芳子／著 東京：日本文芸社

91 バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎 光文社新書 133 色鉛筆の教科書 河合　ひとみ／著 東京：誠文堂新光社
92 生き物の死にざま 稲垣栄洋 草思社 134 いわさきちひろ ちひろ美術館／監修 東京：平凡社
93 さいえんす川柳「研究者あるある」傑作選 川柳 in the ラボ編 講談社ブルーバックス 135 印象派切手絵画館 江村　清／著 東京：日本郵趣出版
94 椿井文書-日本最大級の偽文書 馬部隆弘 中公新書 136 ヴァージニア・リー・バートンの世界 ギャラリーエークワッド／編 東京：小学館
95 「やさしい日本語」で観光客を迎えよう 加藤好崇 大修館書店 137 浮世絵 田辺　昌子／監修 東京：新星出版社
96 子どもはなぜ学校に行くのか 渡辺位 教育史料出版会 138 絵をみるヒント 窪島　誠一郎／著 東京：白水社
97 先駆-函館駅80年の歩み- 函館駅開業80周年記念協賛会 139 江戸絵画を知りたい。 東京：学研パブリッシング
98 美しい柄ネコ図鑑 小林希 エクスナレッジ 140 M.C.エッシャー M.C.エッシャー／[作] 東京：タッシェン・ジャパン
99 トリノトリビア 川上和人 西東社 141 Aurelian 今森　光彦／著 東京：クレヴィス

100 正解は一つじゃない子育てする動物たち 齋藤慈子ほか 東京大学出版社 142 岡本太郎新世紀 東京：平凡社
101 世界史を大きく動かした植物 稲垣栄洋 PHPｴﾃﾞｨﾀｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 143 岡本太郎にであう旅 岡本　太郎／[作] 東京：小学館クリエイティブ
102 世界史を変えた数学 ロバート・スネデン 原書房 144 おしゃべりな名画 木村　泰司／著 東京：ベストセラーズ
103 日本の星空ツーリズム 縣秀彦 緑書房 145 オダカマサキダンボールアートワークス オダカ　マサキ／著 東京：新紀元社
104 宇宙のすがたを科学する ギョーム・デュプラ 創元社 146 おとぎ話の幻想挿絵 海野　弘／解説・監修 東京：パイインターナショナル
105 アートプロジェクトの可能性 谷口文保 九州大学出版会 147 大人かわいい華やかカラー切り絵 平石　智美／著 東京：メイツ出版
106 芸術文化と地域づくり 古賀弥生 九州大学出版会 148 乙女の絵画案内 和田　彩花／著 東京：PHP研究所
107 糸島ブランド戦略 岡祐輔 実務教育出版 149 オリロボ フチモト　ムネジ／著 東京：ソシム
108 言葉は凝縮するほど、強くなる 古舘伊知郎 ワニブックス 150 絵画の見かた 池上　英洋／編著 東京：新星出版社
109 放課後文章教室 小手鞠るい 偕成社 151 画家名で探す日本で見られる西洋名画 小学館「週刊西洋絵画の巨匠」編集部／編 東京：小学館
110 人生の1冊の絵本 柳田邦男 岩波新書 152 隠れ名画の散歩道 千足　伸行／著 東京：論創社
111 ママはかいぞく カリーヌ・シュリュグ 光文社新書 153 画題で読み解く日本の絵画 佐藤　晃子／文 東京：山川出版社
112 いっしょにいたらたのしいね パズ・ロディロ 児童図書館・絵本の部屋 154 鏑木清方原寸美術館 鏑木　清方／[画] 東京：小学館
113 としょかんライオン ミシェル・ヌドーセン 岩崎書店 155 カリグラフィー・ブック 三戸　美奈子／著 東京：誠文堂新光社
114 どんなにきみがすきだかあててごらん サム・アクブラットニィ 児童図書館・絵本の部屋 156 かわいい印象派 高橋　明也／監修・著 東京：東京美術
115 お月さまってどんなあじ？ マイケル・グレイニエツ セーラー出版 157 かわいい江戸の絵画史 金子　信久／監修 東京：エクスナレッジ

158 かわいい絵巻 上野　友愛／著 東京：東京美術
159 かわいいジャポニスム 沼田　英子／著 東京：東京美術
160 かわいい!使える!!ふせんでネコクラフト Killigraph／著 東京：グラフィック社
161 かわいいナビ派 高橋　明也／監修・著 東京：東京美術
162 かわいいフォトデコ切り紙 大原　まゆみ／著 東京：誠文堂新光社
163 かわいい琳派 三戸　信惠／著 東京：東京美術
164 簡単に描ける花の絵ファンタジック水彩画 堀井　かずえ／著 東京：グラフィック社

116 散策のモスクワ 笠間啓治 ナウカ 165 還暦紅 片岡　鶴太郎／著 東京：近代映画社
117 住んでみたモスクワ 匹田軍次 サイマル出版会 166 GEAR WORLD歯車で動くポップアップカード 月本　せいじ／著 東京：グラフィック社
118 世界の都市の物語11　モスクワ 木村浩 文藝春秋 167 偽装された自画像 冨田　章／著 東京：祥伝社
119 シベリアの旅 コリン・サブロン 共同通信社 168 巨匠に学ぶ風景画傑作の法則 内田　広由紀／著 東京：視覚デザイン研究所
120 ウラジオストク　日本人居留民の歴史1860～1937年 ゾーヤ・モルグン 東京堂出版 169 クイズで学ぶデザイン・レイアウトの基本 田中　クミコ／著 [東京]：翔泳社
121 ウラジオストク物語　ロシアとアジアが交わる街 原暉之 三省堂 170 熊谷守一 東京：平凡社
122 小説　ハルピン物語 作田和幸 文芸社 171 暮らしを彩るポーセリンアート 柴田　日出子／著 東京：日貿出版社
123 ロシア極東　秘境を歩く 相原秀起 北海道大学出版会 172 くらべてわかる北斎vs広重 内藤　正人／著 東京：敬文舎
124 KGBの世界都市ガイド 小川政邦訳 晶文社 173 クリムト作品集 クリムト／[画] 東京：東京美術

174 黒の画家フランシスコ・ゴヤ ジュリア・ブラックバーン／著 東京：青土社
175 芸術がわからなくても美術館がすごく楽しくなる本 藤田　令伊／著 東京：秀和システム
176 消しゴムで和のはんこ 我那覇　陽子／[著] 東京：雄鷄社
177 恋するフェルメール 有吉　玉青／著 東京：白水社
178 国宝よみがえる色彩 小林　泰三／[著] 東京：双葉社

179 5歳の子どもにできそうでできないアート スージー・ホッジ／著 東京：東京美術
180 ゴッホとゴーギャン 木村　泰司／著 東京：筑摩書房

ロシア極東連邦総合大学函館校図書室 住所：函館市元町14-1

電話：0138(26)6523

URL：https://www.fesu.ac.jp/

北海道教育大学附属図書館函館館 住所：函館市八幡町1-2

電話：0138(44)4231

https://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/library/

函館市中央図書館 住所：函館市五稜郭町26-1

電話：0138(35)5500

URL:https://hakodate-lib.jp/



181 ゴムはんこワールド 羽鳥　房江／著 東京：技術評論社 243 花の合わせ切り紙 大原　まゆみ／著 東京：誠文堂新光社
182 これからの美術がわかるキーワード100 美術手帖／編 東京：美術出版社 244 花のおりがみ 高井　弘明／著 東京：誠文堂新光社
183 怖い絵　泣く女篇 中野　京子／[著] 東京：角川書店 245 花のギャラリー 小林　頼子／著 東京：八坂書房
184 しかけ絵本 東京：平凡社 246 花のソープ・カービング 山田　梨絵／著 東京：誠文堂新光社
185 知って役立つ色の事典 七江　亜紀／著 東京：宝島社 247 花の美術と物語 海野　弘／解説・監修 東京：パイインターナショナル
186 自分時間を楽しむ花の細密画 藤井　紀子／著 東京：日貿出版社 248 パブリックアートについて語り合う。 滝　久雄／編 東京：中央公論美術出版
187 若冲原寸美術館 [伊藤　若冲／画] 東京：小学館 249 原田マハの印象派物語 原田　マハ／著 東京：新潮社
188 若冲百図 小林　忠／監修・概説 東京：平凡社 250 パリの小さな美術館 原田　マハ／著 東京：新潮社
189 植物図鑑図案集 HUTTE.／著 東京：日本文芸社 251 ハリー・ポッター アートの世界 マーク・スメラック／[著] 東京：静山社
190 書道の力 金田　石城／著 東京：日東書院本社 252 バンクシー 毛利　嘉孝／著 東京：光文社
191 新小さな美術館への旅 星　瑠璃子／著 東京：二玄社 253 光のアトリエ北欧切り絵 アグネータ・フロック／著 東京：日本放送出版協会
192 水彩&水彩色鉛筆による花のスケッチ描法 西丸　式人／著 東京：グラフィック社 254 光の祈り 藤城　清治／著 東京：白泉社
193 水彩ハンドブック 出口　雄大／編著 東京：グラフィック社 255 ピクセル百景 グラフィック社編集部／編 東京：グラフィック社
194 水墨画・愛犬を描く 全国水墨画美術協会／編著 東京：秀作社出版 256 美貌のひと 中野　京子／著 東京：PHP研究所
195 水墨画・猫を描く 全国水墨画美術協会／編著 東京：秀作社出版 257 百鬼夜行絵巻の謎 小松　和彦／著 東京：集英社
196 すぐわかる絵巻の見かた 榊原　悟／監修 東京：東京美術 258 平山郁夫 東京：平凡社
197 すぐわかる画家別近代日本絵画の見かた 尾崎　正明／監修 東京：東京美術 259 ファッションから名画を読む 深井　晃子／著 東京：PHP研究所
198 すぐわかる源氏物語の絵画 田口　榮一／監修 東京：東京美術 260 風景画四季の移ろい 木川　秀雄／監修 東京：グラフィック社
199 すぐわかる日本の伝統色 福田　邦夫／著 東京：東京美術 261 フェルメール作品集 フェルメール／[画] 東京：東京美術
200 図説地獄絵をよむ 渋沢　竜彦／著 東京：河出書房新社 262 フェルメール論 小林　頼子／著 東京：八坂書房
201 図説ブリューゲル 岡部　紘三／著 東京：河出書房新社 263 不可能図形コレクション90選 アル・セッケル／編著 大阪：創元社
202 ステンドグラスベーシック 齋藤　万友美／監修 東京：スタジオタッククリエイティブ 264 不可能美術館 セリーヌ・ドゥラヴォー／[編]著 東京：ユーキャン
203 砂澤ビッキ風を彫った彫刻家 砂澤　ビッキ／[作] 東京：マール社 265 フランスのファッション・イラスト 海野　弘／解説・監修 東京：パイインターナショナル
204 西欧800年の指輪史 レイチェル・チャーチ／著 東京：ガイアブックス 266 ペパナプフラワーBOOK 東京：河出書房新社
205 西洋美術クイズ 菅野　公夫／著 東京：美術出版社 267 北斎 大久保　純一／著 東京：岩波書店
206 世界でいちばん素敵な西洋美術の教室 永井　龍之介／監修 東京：三才ブックス 268 北斎原寸美術館 [葛飾　北斎／画] 東京：小学館
207 世界のオリガミ・マスターズFLOWERS ジョン・ブラックマン／[ほか]作品制作 東京：駒草出版 269 北斎漫画入門 浦上　満／著 東京：文藝春秋
208 世界の服飾文様図鑑 文化学園服飾博物館／編著 東京：河出書房新社 270 北斎娘・応為栄女集 久保田　一洋／編著 東京：藝華書院
209 世界のモザイク 東京：パイインターナショナル 271 北海道木彫り熊の考察 山里　稔／編著 札幌：かりん舎
210 大地の芸術祭 北川　フラム／著 東京：角川学芸出版 272 北海道の駅舎　上巻 イマイ　カツミ／著 札幌：寿郎社
211 太陽を摑んだ男岡本太郎 柴橋　伴夫／著 東京：未知谷 273 北海道美術50 北海道立近代美術館／編集 札幌：中西出版
212 竹久夢二 石川　桂子／編 東京：河出書房新社 274 堀文子トスカーナのスケッチ帳 堀　文子／著 東京：JTBパブリッシング
213 誰も語らなかったフェルメールと日本 田中　英道／著 東京：勉誠出版 275 本物そっくり!ミニチュアスイーツ&フード大全 きくち　けい／著 東京：成美堂出版
214 超造形折り紙 川畑　文昭／著 東京：誠文堂新光社 276 マイセン 美と情熱の系譜 箱根マイセンアンティーク美術館／編 東京：日貿出版社
215 チョーク文字レッスン ヴァレリー・マッキーハン／著 東京：グラフィック社 277 魔性の女挿絵集(イラストレーション) 中村　圭子／編著 東京：河出書房新社
216 ちょこっと描く小さな花のスケッチ帖 中津　宜子／著 東京：山海堂 278 まちかどちょい足しアート ワックワック／著 東京：グラフィック社
217 ディズニーロマンティック切り絵 Atelier*Naco／著 東京：ブティック社 279 マティスの切り絵と挿絵の世界 マティス／[作] 東京：パイインターナショナル
218 ディック・ブルーナさんの絵本のつくりかた みづゑ編集部／編 東京：美術出版社 280 マリー・ローランサン作品集 マリー・ローランサン／[画] 茅野：マリー・ローランサン美術館
219 デズモンド・モリスの猫の美術史 デズモンド・モリス／著 東京：エクスナレッジ 281 まるごと三菱一号館美術館 高橋　明也／監修 東京：東京美術
220 東京アートガイド 美術手帖編集部／編 東京：美術出版社 282 マンガでわかる「日本絵画」の見かた 矢島　新／監修 東京：誠文堂新光社
221 東京アートサイト [東京]：ギャップ・ジャパン 283 身近なモチーフで始める水彩画 堀川　理万子／著 東京：誠文堂新光社
222 動物デッサンテクニック 岡本　泰子／画・著 東京：誠文堂新光社 284 ミュシャの世界 ミュシャ／[画] 東京：新人物往来社
223 ときめきチョークアート 佐藤　真理／著 東京：日貿出版社 285 ムーミン画集 トーヴェ・ヤンソン／絵・文 東京：講談社
224 トラディショナルカリグラフィー入門 西村　弥生／著 東京：コスミック出版 286 名画が愛した女たち 木島　俊介／著 東京：集英社
225 鳥の描き方マスターブック ジョン・ミューア・ローズ／著 東京：マール社 287 名画絶世の美女魔性 平松　洋／著 東京：新人物往来社
226 長沢芦雪 岡田　秀之／著 東京：新潮社 288 名画のなかの犬 アンガス・ハイランド／[編]著 東京：エクスナレッジ
227 20世紀の総合芸術家イサム・ノグチ イサム・ノグチ／[作] 東京：平凡社 289 名画の謎を解き明かすアトリビュート・シンボル図鑑 平松　洋／著 東京：KADOKAWA
228 ニッポン現代アート 高階　秀爾／著 東京：講談社 290 名画のネコはなんでも知っている 井出　洋一郎／[著] 東京：エクスナレッジ
229 日本おとぼけ絵画史 金子　信久／著 東京：講談社 291 めくるめく現代アート 筧　菜奈子／文・絵 東京：フィルムアート社
230 日本の色・世界の色 永田　泰弘／監修 東京：ナツメ社 292 もっと知りたいマグリット 南　雄介／監修・著 東京：東京美術
231 日本の個人美術館を旅する 萬　眞智子／文 東京：世界文化社 293 もっと知りたいムンク 千足　伸行／監修・著 東京：東京美術
232 日本の美術館ベスト240完全案内 東京：ぴあ 294 もっと知りたいルノワール 島田　紀夫／著 東京：東京美術
233 ニャーヴル美術館 シュー・ヤマモト／著 東京：講談社 295 モネ カーラ・ラックマン／著 東京：岩波書店
234 「盗まれた世界の名画」美術館 サイモン・フープト／著 大阪：創元社 296 ももいろのアルパカ 木戸　多美子／文 東京：ポエムピース
235 ねここね 高橋　理佐／著 東京：ラトルズ 297 森のノート 酒井　駒子／著 東京：筑摩書房
236 根付讃歌 稲垣　規一／著 東京：里文出版 298 やすらぎの風景 平山　郁夫／著 東京：講談社
237 脳が活性化する!世界の名画間違いさがし 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 299 野生動物の描き方 ティム・ポンド／著 東京：ホビージャパン
238 はがきサイズで透明水彩 若葉　恵子／著 東京：日貿出版社 300 妖怪絵草紙 湯本　豪一／[編]著 東京：パイインターナショナル
239 はじめての植物画 やまだ　えりこ／著 東京：日貿出版社 301 よくわかる国宝 岡部　昌幸／監修 [東京]：JTBパブリッシング
240 はじめてのルーヴル 中野　京子／著 東京：集英社 302 ラ・マシン カルネ・デ・クロッキー フランソワ・ドゥラロジエール／著 東京：玄光社
241 花と言葉の散歩道 串田　由幸／著 東京：勉誠出版 303 ラッセンとは何だったのか? 原田　裕規／編著 東京：フィルムアート社
242 花と実の混色手帖 若松　倫夫／著 東京：日貿出版社 304 リアル折り紙　陸を歩く生きもの編 福井　久男／著 東京：河出書房新社



305 立体切り絵作家SouMaの初めてでもできる立体切り絵 SouMa／著 東京：産業編集センター
306 立体切り紙カード 中沢　圭子／[著] 東京：ブティック社
307 ルーヴル美術館の舞台裏 パスカル・ボナフー／著 東京：西村書店
308 ルノワールへの招待 朝日新聞出版／編 東京：朝日新聞出版
309 レンブラントとフェルメール 岡部　昌幸／著 東京：新人物往来社
310 ロートレック クレール・フレーシュ／著 大阪：創元社 340 ぐるぐる博物館 三浦しをん著 実業之日本社
311 六人いた!写楽 橋本　直樹／著 東京：宝島社 341 奴隷の哲学者エピクテトス　人生の授業 荻野弘之著 ダイヤモンド社
312 和のアンティークの事典 成美堂出版編集部／編 東京：成美堂出版 342 一度死んだ僕の、車いす世界一周 三代達也著 光文社
313 わけいっても、わけいっても、インド 蔵前　仁一／著 東京：旅行人 343 「これから」の時代を生きる君たちへ ドメニコ・スキラーチェ著 世界文化社
314 笑うフェルメールと微笑むモナ・リザ 元木　幸一／著 東京：小学館 344 コミュニケーション大百科〈イラスト＆図解〉 戸田久実著 かんき出版

345 その悩み、僕らなら数学で解決できます！ はなお＆でんがんと仲間たち著 河出書房新社
346 時の名前 三枝克之文　西美都写真 KADOKAWA
347 街角図鑑 三土たつお編著 実業之日本社
348 けもの道の歩き方 千松信也著 リトルモア
349 箱根のメンタル 設楽悠太ほか著 宝島社
350 100年の旅 ハイケ・フォーラ著 かんき出版
351 無人島冒険図鑑 梶海斗著 秀和システム

315 「繊細さん」の本 : 「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる 武田友紀 飛鳥新社 352 筋トレ英会話 Ｔｅｓｔｏｓｔｅｒｏｎｅ著 祥伝社
316 自分の感受性くらい 茨木のり子 花神社 353 スマイリング！－岩熊自転車　関口俊太 土橋章宏著 中央公論新社
317 サラバ!　上 西加奈子 小学館 354 一瞬の風になれ　1 佐藤多佳子著 講談社
318 サラバ!　下 西加奈子 小学館 355 一瞬の風になれ　2 佐藤多佳子著 講談社
319 道具と機械の本 : てこからコンピューターまで デビッド・マコーレイ 岩波書店 356 一瞬の風になれ　3 佐藤多佳子著 講談社
320 13歳の娘に語るアルキメデスの無限小 金重明 岩波書店 357 あと少し、もう少し 瀬尾まいこ著 新潮社
321 もものかんづめ さくらももこ 集英社 358 途中下車はできません 山本巧次著 小学館
322 蹴りたい背中 綿矢りさ 河出書房新社 359 ラストで君は「まさか！」と言う　時のはざま ＰＨＰ研究所編 ＰＨＰ研究所
323 「悩みグセ」をやめる9つの習慣 和田秀樹 大和書房
324 頭を鍛える5つの習慣 : 東大No.1頭脳が教える 水上颯 三笠書房
325 クジラの彼 有川浩 角川書店
326 世界でいちばん素敵な元素の教室 栗山恭直, 東京エレクトロ 三才ブックス
327 そして生活はつづく 星野源 文藝春秋
328 #名画で学ぶ主婦業 田中久美子 宝島社
329 空想科学読本 16 柳田理科雄 メディアファクトリー 360 美しい日本の詩歌⑥　谷川俊太郎詩集　いしこっろ 谷川俊太郎 岩崎書店
330 ライオンのおやつ 小川糸 ポプラ社 361 日本全国ローカルフード紀行 マジックランプ 六耀社
331 あと少し、もう少し 瀬尾まい子 新潮社 362 セバット・ソング 谷村志穂 潮出出版
332 夜のピクニック 恩田陸 新潮社 363 「また、必ず会おう」と誰もが言った。 喜多川泰 サンマーク
333 空は逃げない まはら三桃 小学館 364 そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ 文藝春秋
334 人生はニャンとかなる！ 水野敬也、長沼直樹 文響社 365 一瞬の風になれ 佐藤多佳子 講談社
335 メシが食える大人になる！よのなかルールブック 高濱正伸 日本図書センター 366 タスキメシ 額賀澪 小学館
336 くちびるに歌を 中田永一 小学館 367 いのちの停車場 南杏子 幻冬舎
337 立ち直る力 辻仁成 光文社 368 鹿の王　水底の橋 上橋菜穂子 KADOKAWA
338 億男 川村元気 マガジンハウス 369 夢さがし　こうして私は自分と出会った 菅原亜樹子 芸文社
339 仮面病棟 知念実希人 実業之日本社 370 線は,僕を描く 砥上裕將 講談社

371 世界の美しい図書館 関田理恵 パイインターナショナル
372 世界をおどらせた地図 エドワード・ブルック＝ヒッチング 日経ナショナルジオグラフィック社
373 なぜ僕らは働くのか 池上彰 学研プラス
374 学びを結果に変える　アウトプット大全 樺沢紫苑 サンクチュアリ出版

函館大学付属柏稜高等学校図書室 住所：函館市柏木町1番34号
電話：0138(51)1481

URL：http://kandai-hakuryo.ed.jp/

函館大学付属有斗高等学校図書館 住所：函館市湯川町2丁目43番1号
電話：0138(57)1381

URL：http://www.yuto.ed.jp/

函館工業高等専門学校図書館 住所：函館市戸倉町14-1

電話：0138(59)6314
URL：http://www.hakodate-ct.ac.jp/~w-gakujo/tosyo/libra_j.htm

はこだてLL文庫（はこだてえるえるぶんこ）とは、函館市内の複数の図書館が、同時期にあ

る共通のテーマで資料を展示する特別企画の名称です。

函館地域の図書館連携プロジェクト：Library Linkでは、市内の図書館が連携してより充実

した読書や学習環境を函館地域のみなさんに提供することを目指しています。

（はこだてLL文庫の”LL”は、Library Linkの頭文字をとりました）

https://www.cc-hakodate.jp/librarylink

Library Link 参加図書館

公立はこだて未来大学情報ライブラリー、函館市中央図書館、函館工業高等専門学校図書館、函館短期大学図書館、函館大学図書館、

北海道教育大学附属図書館函館館、北海道大学水産学部図書室、ロシア極東連邦総合大学函館校図書館、函館大谷短期大学図書館


