
36 絵本で育つ子どものことば 徳永満理 アリス館
37 本の運命 井上ひさし 文藝春秋
38 本を読む人だけが手にするもの 藤原和博 日本実業出版社
39 人に強くなる極意 佐藤　優 青春出版社
40 四次元時計は狂わない 立花　隆 文藝春秋

41 商業から読み解く「新」世界史 宮崎正勝著 原書房
42 渋沢栄一を知る事典 渋沢栄一記念財団編 東京堂出版
43 地球を壊す暮らし方 ウルリッヒ・ブラント, マークス・ヴィッセン [著] 岩波書店
44 アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書 アンドリュー・O・スミス著 SBクリエイティブ
45 行動経済学 阿部誠監修 新星出版社
46 人は悪魔に熱狂する : 悪と欲望の行動経済学 松本健太郎著 毎日新聞出版

1 東大×SDGs : 先端知からみえてくる未来のカタチ 東京大学未来社会協創推進本部 山川出版社 47 ナッジ!? 那須耕介, 橋本努編著 勁草書房
2 図解SDGs入門 村上芽 日経BP 48 おとめ六法 上谷さくら, 岸本学著 KADOKAWA
3 SDGs表現論 : プロジェクト・プラグマティズム・ジブンゴト 山中司, 上田隼也 海竜社 49 つながり続けるこども食堂 湯浅誠著 中央公論新社
4 SDGs×自治体 実践ガイドブック 高木超 学芸出版社 50 甘いバナナの苦い現実 石井正子編著 コモンズ
5 持続可能な地域のつくり方 筧裕介 英治出版 51 日本外食全史 阿古真理著 亜紀書房
6 2030年の世界地図帳 落合陽一 SBクリエイティブ 52 ミヤザキワールド スーザン・ネイピア著 早川書房
7 未来を変える目標SDGsアイデアブック Think the Earth ロビン西マンガ 53 ディズニーと動物 清水知子著 筑摩書房
8 10代からのSDGs : いま、わたしたちにできること 原佐知子 大月書店 54 国道16号線 柳瀬博一著 新潮社
9  SDGsアクション 松木喬, 松本麻木乃 日刊工業新聞社 55 コンビニからアジアを覗く 佐藤寛, アジアコンビニ研究会編 日本評論社

10 食・農・環境とSDGs 古沢広祐 農山漁村文化協会 56 日本のアニメはなぜ世界を魅了し続けるのか 酒井亨著 ワニ・プラス
11 SDGs思考 田瀬和夫, SDGパートナー インプレス 57 地域は物語で10倍人が集まる 増淵敏之, 安田亘宏, 岩崎達也編著 生産性出版
12 基本がわかるQ&A (3ステップで学ぶ自治体SDGs 1) 笹谷秀光 ぎょうせい 58 笑うツーリズム 児玉盛介 [ほか] 編著 石風社
13 実践に役立つメソッド(3ステップで学ぶ自治体SDGs 2) 笹谷秀光 ぎょうせい 59 パッケージツアーの文化誌 吉田春生著 草思社
14 事例で見るまちづくり(3ステップで学ぶ自治体SDGs 3) 笹谷秀光 ぎょうせい 60 若者と地域観光 杉本興運, 磯野巧編著 ナカニシヤ出版
15 未来をつくる道具わたしたちのSDGs 川廷昌弘 ナツメ社
16 地図とデータで見るSDGsの世界ハンドブック イヴェット・ヴェレ, [ほか] 原書房
17 マークで学ぶSDGs : 家でみつかるマーク 蟹江憲史 ほるぷ出版
18 暮らしのなかのSDGs : 今と未来をつなげるものさし アノニマ・スタジオ KTC中央出版
19 ザ・ソウル・オブくず屋 : SDGsを実現する仕事 東龍夫 コモンズ
20 子どもの未来図 浅井春夫 自治体研究社
21 プラスチック社会を考える 古澤礼太, 宗宮弘明編 中部大学
22 インクルーシブデザイン : SDGs時代の課題解決法 井坂智博 日経BP 61 細菌が世界を支配する : バクテリアは敵か?味方か? アン・マクズラック著 ; 西田美緒子訳 白揚社
23 ビジネスパーソンのためのSDGsの教科書 足達英一郎, 村上芽, 橋爪麻紀子 日経BP社 62 ペンギンは歴史にもクチバシをはさむ 上田一生 岩波書店
24 SDGs白書2019 慶応義塾大学SFC研究所[ほか]編 インプレスR&D 63 美の進化 : 性選択は人間と動物をどう変えたか リチャード・O・プラム著 ; 黒沢令子訳 白揚社
25 SDGs(持続可能な開発目標) 蟹江憲史 中央公論新社 64 暴力の人類史　　上 スティーブン・ピンカー著 ; 幾島幸子, 塩原通緒訳 青土社
26 図解でわかるカーボンリサイクル : エネルギー総合工学研究所  技術評論社 65 暴力の人類史　　下 スティーブン・ピンカー著 ; 幾島幸子, 塩原通緒訳 青土社
27 サステイナブルなものづくり : ゆりかごからゆりかごへ ウィリアム・マクダナー,[ほか] 人間と歴史社 66 こんな夜更けにバナナかよ 渡辺一史著 北海道新聞社
28 リサイクルを調べる 服部美佐子 さ・え・ら書房 67 人類の歴史とAIの未来 バイロン・リース [著] ; 古谷美央訳 ディスカヴァー・トゥエンティワン

29 リサイクル社会とシンプルライフ 阿部絢子 コロナ社 68 アリエナクナイ科学ノ教科書 : 空想設定を読み解く31講 くられ著 ソシム
30 エネルギー・資源リサイクル 亀山秀雄, 小島紀徳 培風館 69 不老不死のクラゲの秘密 久保田信著 毎日新聞出版

70 宇宙マグロのすしを食べる : 魔法の水「好適環境水」誕生物語 山本俊政著 旬報社
71 理科の教室 松岡正剛 [著] KADOKAWA
72 標本バカ 川田伸一郎 ブックマン社
73 海獣学者、クジラを解剖する。～海の哺乳類の死体が教えてくれること～ 田島木綿子 山と溪谷社
74 「役に立たない」研究の未来 初田哲男, 大隅良典, 隠岐さや香著 ; 柴藤亮介ナビゲーター 柏書房
75 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
76 海のミクロ生物図鑑 : チリメンモンスターの中に広がる世界 西田百代写真と文 仮説社

31 トイレのない旅 星野知子 講談社 77 発酵はおいしい! : イラストで読む世界の発酵食品 ferment books, おのみさ パイインターナショナル
32 人もフェロモンで恋をする 高田明和 講談社 78 ウは宇宙船のウ Bradbury Ray 1920-2012 東京創元社
33 はげまして はげまされて 竹浪正造 廣済堂出版 79 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 日本経済新聞出版社
34 食の歴史 ジャック・アタリ プレジデント社 80 あしたの南極学 : 極地観測から考える人類と自然の未来 神沼 克伊 青土社
35 美人の正体 越智啓太 実務教育出版 81 新・いのちを守る気象情報 斉田 季実治 NHK出版

函館市内の10図書館が「最後の頁を閉じた　違う私がいた」をテーマに本を展示します。
昨年に続き、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

函館大学図書館 住所：函館市高丘町51-1
電話：0138(57)1181

URL：https://webopac.hakodate-u.ac.jp/

住所：函館市港町3-1-1
電話：0138(40)5517

URL：https://www.lib.hokudai.ac.jp/fish/

住所：函館市高丘町52-1
電話：0138(57)1800

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

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/

函館短期大学図書館

北海道大学水産学部図書館



129 違星北斗歌集 違星　北斗／[著] 東京：KADOKAWA
130 今こそ栄光への架け橋を 刈屋　富士雄／著 東京：海竜社
131 イラストレイテッド日本のおばさん 豊村　真理／著 東京：バジリコ
132 ヴィクトリアン・ホテル 下村　敦史／著 東京：実業之日本社
133 失われたものたちの本 ジョン・コナリー／著 東京：東京創元社

82 忘れられた日本人 (岩波文庫) 宮本常一著 岩波書店 134 海を渡ったニッポンの家具 東京：LIXIL出版
83 ロウソクの科学 (岩波文庫) ファラデー著/竹内敬人訳 岩波書店 135 うるさく,しずかに,ひそひそと ロマナ・ロマニーシン／著 東京：河出書房新社
84 氷川清話 : 付勝海舟伝 (角川ソフィア文庫) 勝海舟 [述]/勝部真長編 KADOKAWA 136 営繕かるかや怪異譚　[その1] 小野　不由美／著 東京：KADOKAWA
85 生物と無生物のあいだ (講談社現代新書) 福岡伸一著 講談社 137 '80s & '90s魔女っ子おもちゃブック 愛原　るり子／著 東京：グラフィック社
86 伝説の灘校教師が教える一生役立つ学ぶ力 橋本武著 日本実業出版社 138 江戸東京職人の名品 TBS『お江戸粋いき!』制作スタッフ／編 東京：東京書籍
87 花粉症と人類（岩波新書） 小塩海平著 岩波書店 139 NHKラジオ深夜便絶望名言 頭木　弘樹／著 東京：飛鳥新社
88 世にも奇妙な日本のお笑い（NHK出版新書） チャド・マレーン著 NHK出版 140 絵本作家61人のアトリエと道具 東京：玄光社
89 街場の読書論 内田樹著 太田出版 141 王朝貴族の悪だくみ 繁田　信一／著 東京：柏書房
90 美しい日本語と気くばりのすすめ 市川寛子著 サンリオ 142 岡田健蔵伝 坂本　竜三／著 東京：講談社出版サービスセンター

91 行事を楽しみ旬をあじわう　１２ヵ月の食卓 野上優佳子著 笠倉出版社 143 お金の流れでわかる世界の歴史 大村　大次郎／著 東京：KADOKAWA
92 アニメで読む世界史 藤川隆男編 山川出版社 144 お金本 左右社編集部／編 東京：左右社
93 ダーリンの頭ン中　英語と語学 小栗左多里＆トニー・ラズロ著 メディアファクトリー 145 オジいサン 京極　夏彦／[著] 東京：KADOKAWA
94 翻訳できない世界のことば ｴﾗ･ﾌﾗﾝｼｽ･ｻﾝﾀﾞｰｽ著ｲﾗｽﾄ/前田まゆみ訳 創元社 146 大人のマナー大全 東京：枻出版社
95 りんごかもしれない ヨシタケシンスケ作 ブロンズ新社 147 おべんとうの時間がきらいだった 阿部　直美／著 東京：岩波書店
96 百人一首：うたものがたり（講談社現代新書） 水原紫苑著 講談社 148 おべんと丼 丼べん製作委員会／著 東京：学研プラス
97 みんなでつくろう学校図書館（岩波ジュニア新書） 成田康子著 岩波書店 149 おもしろい!楽しい!うれしい!手紙　3 スギヤマ　カナヨ／[著] 東京：偕成社
98 １００万回生きたねこ 佐野洋子作・絵 講談社 150 海翁伝 土居　良一／[著] 東京：講談社
99 詩のこころを読む（岩波ジュニア新書） 茨木のり子著 岩波書店 151 回転寿司おもしろ大百科 東京：永岡書店
100 おんなのことば 茨木のり子詩 童話屋 152 カガカガ 日野　十成／文 東京：福音館書店
101 新編綴方教室（岩波文庫） 豊田正子著/山住正己編 岩波書店 153 蠣崎波響の生涯 中村　真一郎／著 東京：新潮社

154 彼方の友へ 伊吹　有喜／著 東京：実業之日本社
155 髪がつなぐ物語 別司　芳子／著 東京：文研出版
156 神のダイスを見上げて 知念　実希人／著 東京：光文社
157 紙パンダ! 大原　まゆみ／著 東京：日貿出版社
158 紙鑑定士の事件ファイル 歌田　年／著 東京：宝島社
159 神様ポスト 月夜　ぼたん／作 東京：文芸社
160 紙袋おりがみ 主婦の友社／編 東京：主婦の友社

102 カラマーゾフの兄弟1 ドストエフスキー 光文社 161 考えごとしたい旅フィンランドとシナモンロール 益田　ミリ／著 東京：幻冬舎
103 カラマーゾフの兄弟2 ドストエフスキー 光文社 162 頑張ってるのに稼げない現役Webライターが毎月20万円以上稼げるようになるための強化書 吉見　夏実／著 東京：秀和システム
104 カラマーゾフの兄弟3 ドストエフスキー 光文社 163 カンパニー 伊吹　有喜／著 東京：新潮社
105 カラマーゾフの兄弟4 ドストエフスキー 光文社 164 キッチン菜園ノート 深町　貴子／監修 東京：ベターホーム出版局
106 カラマーゾフの兄弟5 ドストエフスキー 光文社 165 キッチン実験室 東京：オレンジページ
107 ドストエフスキー　父殺しの文学（上） 亀山郁夫 日本放送出版協会 166 「恐怖」のパラドックス フランク・ファランダ／著 東京：ニュートンプレス
108 ドストエフスキー　父殺しの文学（下） 亀山郁夫 日本放送出版協会 167 極夜行 角幡　唯介／著 東京：文藝春秋
109 知られざるドストエフスキー 中村健之介 岩波書店 168 希林さんといっしょに。 是枝　裕和／著 東京：スイッチ・パブリッシング

110 魅惑者 ウラジーミル・ナボコフ 河出書房新社 169 空想の建築 町田市立国際版画美術館／編 東京：エクスナレッジ
111 二人のキャプテン ヴェニアミン・カヴェーリン 郁朋社 170 #クオッカ 東京：朝日出版社
112 巨匠とマルガリータ ミハイル・ブルガーコフ 郁朋社 171 クオッカ 山と溪谷社／編 東京：山と溪谷社

172 月下美人を待つ庭で 倉知　淳／著 東京：東京創元社
173 紅茶セラピー 斉藤　由美／著 東京：ワニブックス
174 54字の物語 氏田　雄介／作 東京：PHP研究所
175 告解 薬丸　岳／著 東京：講談社
176 こども般若心経 齋藤　孝／著 名古屋：リベラル社
177 このあとどうしちゃおう ヨシタケ　シンスケ／作 東京：ブロンズ新社
178 こまったさんのレシピブック 寺村　輝夫／レシピ原案 東京：あかね書房

113 相棒 五十嵐　貴久／著 東京：PHP研究所 179 ごみ育 滝沢　秀一／著 東京：太田出版
114 赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 青柳　碧人／著 東京：双葉社 180 コロナとバカ ビートたけし／著 東京：小学館
115 赤とんぼ 新美　南吉／著 [東京]：立東舎 181 こんなにスゴイ!未来のせかい 増田　まもる／監修 東京：東京書籍
116 悪のいきもの図鑑 竹内　久美子／著 東京：平凡社 182 THE LITTLE BOOK OF HYGGE 365日「シンプルな幸せ」のつくり方 マイク・ヴァイキング／著 東京：三笠書房
117 悪魔が来りて笛を吹く 横溝　正史／[著] 東京：角川書店 183 最後の箱館奉行の日記 田口　英爾／著 東京：新潮社
118 『朝仕込み』だから、帰ってすぐできる!おいしいレシピのひみつ 堤　人美／著 東京：朝日新聞出版 184 サザエさんと長谷川町子 工藤　美代子／著 東京：幻冬舎
119 あしたのことば 森　絵都／作 東京：小峰書店 185 さよなら、田中さん 鈴木　るりか／著 東京：小学館
120 あなたはこうしてウソをつく 阿部　修士／著 東京：岩波書店 186 山月記 中島　敦／著 [東京]：立東舎
121 逢魔(あま)宿り 三津田　信三／著 東京：KADOKAWA 187 死を招くファッション アリソン・マシューズ・デーヴィッド／著 京都：化学同人
122 ある日突然40億円の借金を背負う-それでも人生はなんとかなる。 湯澤　剛／著 東京：PHP研究所 188 幸せに気づく世界のことば メーガン・C.ヘイズ／著 東京：フィルムアート社
123 あんぱん ジャムパン クリームパン 青山　ゆみこ／著 東京：亜紀書房 189 自衛隊メンタル教官が教える心をリセットする技術 下園　壮太／著 東京：青春出版社
124 いきもの漢字図 えざき　みつる／作 東京：あすなろ書房 190 死後の恋 夢野　久作／著 [東京]：立東舎
125 いきもの人生相談室 小林　百合子／文 東京：山と溪谷社 191 時代を撃つノンフィクション100 佐高　信／著 東京：岩波書店
126 いただきます。ごちそうさま。 あさの　あつこ／作 東京：岩崎書店 192 実は簡単!ハレの日ごはん 上田　淳子／著 東京：NHK出版
127 一肉一菜スパイス弁当 印度カリー子／著 東京：世界文化社 193 じつは食べられるいきもの事典　おかわり! 松原　始／著 東京：宝島社
128 愛しのアンダルシアを旅して南スペインへ 中村　恵美子／著 東京：イカロス出版 194 澁澤龍彦幻想美術館 巖谷　國士／監修・文 東京：平凡社

北海道教育大学附属図書館函館館

ロシア極東連邦総合大学函館校図書室

住所：函館市五稜郭町26-1
電話：0138(35)5500

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

住所：函館市八幡町1-2
電話：0138(44)4231

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

住所：函館市元町14-1
電話：0138(26)6523

URL：https://www.fesu.ac.jp/

函館市中央図書館



195 12ケ月の寄せ植えレシピ 黒田　健太郎／著 東京：グラフィック社 260 NEO ECONOMY 日本経済新聞社／編 [東京]：日経BP日本経済新聞出版本部

196 主婦悦子さんの予期せぬ日々 久田　恵／著 東京：潮出版社 261 猫を飼うのをすすめない11の理由 響介／著 東京：サンマーク出版
197 昭和レトロ自販機マニアックス 越野　弘之／著 東京：洋泉社 262 猫のいる家に帰りたい 仁尾　智／短歌・エッセイ 東京：辰巳出版
198 女子栄養大学栄養クリニックのさば水煮缶健康レシピ 女子栄養大学栄養クリニック／著 東京：アスコム 263 農家直伝たくさんとれた野菜の保存と料理 池上　正子／著 東京：永岡書店
199 女子中学生の小さな大発見 清　邦彦／編著 東京：メタモル出版 264 のりまき 小西　英子／さく 東京：福音館書店
200 知られざる縄文ライフ 譽田　亜紀子／著 東京：誠文堂新光社 265 はい!こちら子ども記者相談室デス! かめおか子ども新聞／著 東京：新潮社
201 新世界透明標本 冨田　伊織／作 東京：小学館 266 売春島 高木　瑞穂／著 東京：彩図社
202 新聞という病 門田　隆将／著 東京：産経新聞出版 267 幕末維新パリ見聞記 成島　柳北／[著] 東京：岩波書店
203 素顔の新美南吉 斎藤　卓志／著 名古屋：風媒社 268 函館 東京：昭文社
204 図説世界史を変えた50の食物 ビル・プライス／著 東京：原書房 269 函館 歌と文学の生まれる街 吉岡　栄一／著 東京：アルファベータブックス

205 図説タータン・チェックの歴史 奥田　実紀／著 東京：河出書房新社 270 箱館売ります 富樫　倫太郎／著 東京：実業之日本社
206 スターダストパレード 小路　幸也／著 東京：講談社 271 ハジの多い人生 岡田　育／著 東京：文藝春秋
207 生活道具の文化誌 エイミー・アザリート／著 東京：原書房 272 始まりの木 夏川　草介／著 東京：小学館
208 青函連絡船の記録 金丸　大作／写真・文 東京：生活情報センター 273 肌がきれいになる 石けんオフメイク研究会／著 東京：文藝春秋
209 青年のための読書クラブ 桜庭　一樹／著 東京：新潮社 274 バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎／著 東京：光文社
210 世界幻想とファンタジーの情景 パイインターナショナル／編著 東京：パイインターナショナル 275 鳩護(はともり) 河崎　秋子／著 東京：徳間書店
211 世界の美しいウミウシ パイインターナショナル／編著 東京：パイインターナショナル 276 花を見るように君を見る ナ　テジュ／著 東京：かんき出版
212 世界の美しいお城と宮殿 東京：ワン・パブリッシング 277 ハリネズミの願い トーン・テレヘン／著 東京：新潮社
213 世界のおつまみレシピ 本山　尚義／著 東京：主婦と生活社 278 パンとスープとネコ日和 群　ようこ／[著] 東京：角川春樹事務所
214 世界一美しい透明スイーツレシピ tomei 透明愛好家／著 東京：KADOKAWA 279 ビートルズの語感 小島　智／著 [東京]：DU BOOKS
215 世界一おもしろいお祭りの本 ロブ・フラワーズ／著 大阪：創元社 280 彼岸の図書館 青木　真兵／著 つくば：夕書房
216 昔日の客 関口　良雄／著 武蔵野：夏葉社 281 ピクトさんの本 内海　慶一／著 東京：ビー・エヌ・エヌ新社
217 ぜんぶ本の話 池澤　夏樹／著 東京：毎日新聞出版 282 ヒゲタさん 山西　ゲンイチ／作・絵 東京：徳間書店
218 育ちすぎたタケノコでメンマを作ってみた。 玉置　標本／著 東京：家の光協会 283 避難所 垣谷　美雨／著 東京：新潮社
219 その島のひとたちは、ひとの話をきかない 森川　すいめい／著 東京：青土社 284 病気にならない体のつくりかた ヴィム・ホフ／著 東京：サンマーク出版
220 その調理、9割の栄養捨ててます! 東京慈恵会医科大学附属病院栄養部／監修 東京：世界文化社 285 平石智美の「華色切り絵」12か月 平石　智美／著 東京：メイツユニバーサルコンテンツ

221 その調理、まだまだ9割の栄養捨ててます! 東京慈恵会医科大学附属病院栄養部／監修 東京：世界文化社 286 ファット・キャット・アート ｽｳﾞｪﾄﾗｰﾅ･ﾍﾟﾄﾛｳﾞｧ&ﾂｧﾗﾄｩｽﾄﾗ/著 東京：エクスナレッジ
222 空への質問 高階　杞一／詩 東京：大日本図書 287 福と幸せをよぶ妖怪さんと柴犬さん 影山　直美／絵と文 東京：辰巳出版
223 空からのぞいた桃太郎 影山　徹／著 東京：岩崎書店 288 プラバンでつくるボタニカルアクセサリー だいご　ちひろ／[著] 武蔵野：アップルミンツ
224 ゾンビのホラーちゃん　1 バルバラ・カンティーニ／作 東京：文化学園文化出版局 289 プリズン・ブック・クラブ アン・ウォームズリー／著 東京：紀伊國屋書店
225 ダーシェンカ カレル・チャペック／著 東京：青土社 290 ブローチ 渡邉　良重／絵 東京：リトルモア
226 ダイエットは運動1割、食事9割 森　拓郎／[著] 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン 291 ヘビと船長 ふしみ　みさを／文 神戸：BL出版
227 高島野十郎 高島　野十郎／[画] 東京：東京美術 292 坊さん、ぼーっとする。 白川　密成／著 東京：ミシマ社
228 正しいブスのほめ方プレミアム トキオ・ナレッジ／著 東京：宝島社 293 棒人間図解大全 MICANO／著 東京：自由国民社
229 楽しい豆本の作りかた 赤井　都／著 東京：学研パブリッシング 294 ぼくが死んだ日 キャンデス・フレミング／著 東京：東京創元社
230 楽しい雪の結晶観察図鑑 武田　康男／文・写真 東京：緑書房 295 北海道・北東北の縄文遺跡群を旅するガイド 東京：昭文社
231 旅を楽しむ!トリビア大百科 ナイジェル・ホームズ／著 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 296 本日の水木サン 水木　しげる／著 東京：草思社
232 誰も知らない世界のことわざ エラ・フランシス・サンダース／著　イラスト 大阪：創元社 297 まちがう人 和田さん研究家・K／著 東京：ダイヤモンド社
233 小さな幸せがみつかる世界のおまじない 亀井　英里／絵 東京：パイインターナショナル 298 マップス アレクサンドラ・ミジェリンスカ／作・絵 東京：徳間書店
234 父と子の絆 島田　潤一郎／著 東京：アルテスパブリッシング 299 窓から見える世界の風 福島　あずさ／著 大阪：創元社
235 注文をまちがえる料理店 小国　士朗／著 東京：あさ出版 300 魔法のクローゼット くぼしま　りお／著 東京：KADOKAWA
236 チョコミント本 東京：昭文社 301 幻の女 ウイリアム・アイリッシュ／著 東京：早川書房
237 ツール・ド・フランス七月の輪舞(ロンド) 砂田　弓弦／撮影・執筆 東京：八重洲出版 302 まるっと小動物写真集 BACON／監修 東京：KADOKAWA
238 Distance 今日　マチ子／著 東京：rn press 303 身近なアノ名前クイズ100 東京：JTBパブリッシング
239 てづくりお香教室 松下　恵子／監修 東京：日東書院本社 304 麦本三歩の好きなもの 住野　よる／著 東京：幻冬舎
240 手作りスライムとこむぎねんどの本 Jamie Harrington／著 東京：オライリー・ジャパン 305 無目的な思索の応答 又吉　直樹／著 東京：朝日出版社
241 ドイツ王室一〇〇〇年史 関田　淳子／著 東京：中経出版 306 名画の謎　旧約・新約聖書篇 中野　京子／著 東京：文藝春秋
242 「どうせ無理」と思っている君へ 植松　努／著 [東京]：PHPエディターズ・グループ 307 名将に学ぶ世界の戦術 家村　和幸／著 東京：ナツメ社
243 どうぞのいす 香山　美子／作 東京：ひさかたチャイルド 308 モノのはじまりを知る事典 木村　茂光／著 東京：吉川弘文館
244 動物たちの青春白書 ワクサカ　ソウヘイ／著述 東京：枻出版社 309 やさしくタティングレース 藤重　すみ／著 東京：日本ヴォーグ社
245 ときめく雲図鑑 菊池　真以／写真・文 東京：山と溪谷社 310 夢十夜 夏目　漱石／著 [東京]：立東舎
246 ドキュメント電王戦 夢枕　獏／著 東京：徳間書店 311 よくできました! 齋藤　孝／監修 東京：日本図書センター
247 読書は「アウトプット」が99% 藤井　孝一／著 東京：三笠書房 312 夜空と月の物語 東京：パイインターナショナル

248 トムと3時の小人 たかどの　ほうこ／作 東京：ポプラ社 313 ヨハン・クライフ サッカー論 ヨハン・クライフ／著 東京：二見書房
249 日本疫病図説 畑中　章宏／著 東京：笠間書院 314 <読んだふりしたけど>ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法 三宅　香帆／著 東京：笠間書院
250 日本庭園を楽しむ絵本 大野　八生／作 東京：あすなろ書房 315 リスからアリへの手紙 トーン・テレヘン／著 東京：河出書房新社
251 日本懐かしアイス大全 アイスマン福留／著 東京：辰巳出版 316 レトロゲームが大好きだ　平成編 ゲイムマン／著 東京：マイクロマガジン社
252 日本のお弁当文化 権代　美重子／著 東京：法政大学出版局 317 檸檬 梶井　基次郎／著 [東京]：立東舎
253 日本の建築家解剖図鑑 二村　悟／著 東京：エクスナレッジ 318 <レンタルなんもしない人>というサービスをはじめます。 レンタルなんもしない人／著 東京：河出書房新社
254 日本の配色 東京：ピエ・ブックス 319 ロストフの14秒 NHKスペシャル取材班／著 東京：NHK出版
255 日本の窓 日竎　貞夫／写真 東京：ピエ・ブックス 320 WILDER MANN シャルル・フレジェ／著 京都：青幻舎
256 日本語の奥深さを日々痛感しています 朝日新聞校閲センター／著 東京：さくら舎 321 わいるどらいふっ! 一日一種／著 東京：山と溪谷社
257 日本人の恋びと イサベル・アジェンデ／著 東京：河出書房新社 322 わいるどらいふっ!　2 一日一種／著 東京：山と溪谷社
258 ニュー東京ホリデイ 杉浦　さやか／著 東京：祥伝社 323 私の小さなアクアリウム〜手作り超ミニ水族館 田畑　哲生／著 東京：ブティック社
259 ニューヨーク・タイムズが報じた100人の死亡記事 ウィリアム・マクドナルド／編 東京：河出書房新社



324 神様のカルテ 夏川草介 小学館 364 空の名前 高橋健司 角川書店
325 ラプラスの魔女 東野圭吾 KADOKAWA 365 娘に語る人種差別 タハール・ベン・ジェルーン 青土社
326 また、同じ夢を見ていた 住野よる双葉社 双葉社 366 お探し物は図書室まで 青山美智子 ポプラ社
327 線は、僕を描く 砥上裕將 講談社 367 悪魔のレシピ リュウジ ライツ社
328 ハリー・ポッターと賢者の石 J.K.ローリング 静山社 368 SDGS見るだけノート 笹谷秀光 宝島社
329 石川啄木 石川啄木 晶文社 369 テクノロジー見るだけノート 山形浩生 宝島社
330 鉄の骨 池井戸潤 講談社 370 放課後ひとり同盟 小嶋陽太郎 集英社文庫
331  鹿の王　生き残った者 上橋菜穂子 KADOKAWA 371 父が娘に語る経済の話。 ヤニス・バルファキス ダイヤモンド社
332 都会 (まち) のトム&ソーヤ はやみねかおる 講談社 372 科学者になりたい君へ 佐藤勝彦 河出書房新社
333 仮面病棟 知念実希人 実業之日本社 373 一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 山崎圭一 SBクリエイティブ株式会社
334 星の王子さま サン=テグジュペリ 新潮社 374 「育ちがいい人」だけが知ってること 諏内えみ ダイヤモンド社
335 「空気」を読んでも従わない 生き苦しさからラクになる 鴻上尚史 岩波書店 375 カブールの本屋 アスネ・セイエルスタッド イースト・プレス
336 偶然とは何か　―その積極的意味 竹内啓 岩波書店 376 極アウトプット「伝える力」で人生が決まる 樺沢紫苑 小学館
337 電気の謎をさぐる 本間三郎, 山田作衛 岩波書店 377 みんなに好かれなくていい 和田秀樹 小学館
338 ユダヤ教史 石田友雄 山川出版社 378 ぼくのお父さん 矢部太郎 新潮社
339 新約聖書 共同訳聖書実行委員会 日本聖書協会 379 世界史を変えたパンデミック 小長谷正明 幻冬舎
340 キノの旅 Ⅹ the beautiful world 時雨沢恵一 メディアワークス 380 殺人犯はそこにいる 清水潔 新潮社
341 キノの旅 ⅩⅢ the beautiful world 時雨沢恵一 メディアワークス 381 日本の風景が織りなす 美しい季節のことば365 パイインターナショナル パイインターナショナル
342 とある魔術の禁書目録 鎌池和馬 メディアワークス 382 今日がもっと楽しくなる行動最適化大全 樺沢紫苑 KADOKAWA
343 キリン 山田悠介 角川書店 383 お金の大学 両＠リベ大学長 朝日新聞出版

384 １％の努力 ひろゆき ダイヤモンド社
385 武士道シックスティーン 誉田 哲也 文藝春秋

344 ＦＡＣＴＦＵＬＮＥＳＳ（ファクトフルネス） ハンス・ロスリングほか　著 日経ＢＰ社
345 超習慣術 メンタリストＤａｉＧｏ　著 ゴマブックス
346 犬のうんちを踏んでも感動できる人の考え方 ひすいこうたろう　著 祥伝社
347 生きづらいがラクになるゆるメンタル練習帳 バク＠精神科医　著 ダイヤモンド社
348 世界でいちばん幸せな男 エディ・ジェイク　著 河出書房新社
349 世界のデンジャー・スポット 自由国民社
350 身の回りから人権を考える80のヒント 武部康広　著 解放出版社
351 孤塁　双葉郡消防士たちの3・11 吉田千亜　著 岩波書店
352 バカヤンキーでも死ぬ気でやれば世界の名門大学で戦える。 鈴木琢也　著 ポプラ社
353 16歳の教科書　なぜ学び、なにを学ぶのか 7人の特別講義ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ＆ﾓｰﾆﾝｸﾞ編集部　編著 講談社
354 バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎　著 光文社
355 「のび太」という生きかた 横山泰行　著 アスコム
356 筋トレが最強のソリューションである Ｔｅｓｔｏｓｔｅｒｏｎｅ　著 ユーキャン学び出版
357 終末のフール 伊坂幸太郎　著 集英社
358 罪人が祈るとき 小林由香　著 双葉社
359 神様の休日～僕らはまためぐり逢う～ 岡本貴也　著 幻冬舎
360 ライオンのおやつ 小川糸　著 ポプラ社
361 私が大好きな小説家を殺すまで 斜線堂有紀　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
362 Ｘの悲劇 エラリー・クイーン　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
363 とても良い人生のために Ｊ．Ｋ．ローリング　著 静山社

住所：函館市柏木町1番34号

電話：0138(51)1481
URL：https://kandai-hakuryo.ed.jp/

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

函館工業高等専門学校図書館

函館大学付属有斗高等学校図書館

函館大学付属柏稜高等学校図書室

住所：函館市湯川町2丁目43番1号

電話：0138(57)1381
URL：https://www.yuto.ed.jp/
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