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６月８日付で入った新着図書９６冊の分類別

一覧です。

図書の背についている丸い青色のシールが

目印です。



【歴史】 【文学】
210.4 鎌倉幕府と朝廷(近藤 成一) 910.2 名作百年の謎を解く(上杉 省和)
281.0 日本史有名人の身体測定(篠田 達明) 911.4 イナカ川柳(TV Bros.編集部)
289.1 大橋鎭子と花森安治『暮しの手帖』

二人三脚物語(塩澤 実信) （読物）
290.9 地球の歩き方  A11 * F 半席(青山 文平)

(ミラノ・ヴェネツィアと湖水地方) * F 残り者(朝井 まかて)
* F スイム!スイム!スイム!(五十嵐 貴久)

【社会科学】 * F 葵の月(梶 よう子)
302.2 パレスチナを知るための60章(臼杵 陽) * F 大きな鳥にさらわれないよう(川上 弘美)
304 政府は必ず噓をつく(堤 未果) * F 決戦!川中島(冲方 丁)
327.6 母さんごめん、もう無理だ(朝日新聞社会部) * F この日のために 上(幸田 真音)
335 ママでもできる!生徒さんが途切れない * F この日のために 下(幸田 真音)

おうち教室をはじめる本(桔梗 有香子) * F 大岩壁(笹本 稜平)
367.1 愛を言い訳にする人たち(山口 のり子) * F 屋上の道化たち(島田 荘司)
367.7 いちばん未来のアイデアブック * F イノセント(島本 理生)

 (ルース　キャンベル) * F 難民調査官(下村 敦史)
369.3 震災後の不思議な話(宇田川 敬介) * F 求愛(瀬戸内 寂聴)
369.3 震災風俗嬢(小野 一光) * F 半減期を祝って(津島 佑子)
374.6 モンスターマザー(福田 ますみ) * F 虹のふもと(堂場 瞬一)
376.1 ママ、もっと自信をもって(中川 李枝子) * F 秋霜(葉室 麟)
384.3 イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑 * F サラバンド・サラバンダ(藤沢 周)

 (澤宮 優) * F 亡者たちの切り札(藤田 宜永)
* F 硝子の太陽Noir(誉田 哲也)

【自然科学】 * F 硝子の太陽Rouge(誉田 哲也)
418.6 パブロフくんと学ぶ電卓使いこなしBOOK * F ポイズンドーター・ホーリーマザー(湊 かなえ)

 (よせだ あつこ) * F 涼やかに静かに殺せ(森村 誠一)
* F 奥様はクレイジーフルーツ(柚木 麻子)

（医学・薬学）
498.5 栄養の教科書(中嶋 洋子) （随筆）

* 914.6 イヤシノウタ(吉本 ばなな)
【技術】
528.1 雨水活用技術規準(日本建築学会) （外国文学）
538.9 住んでみたい宇宙の話(竹内 薫) 933.7 書店主フィクリーのものがたり  
589.7 文房具図鑑(山本 健太郎) (ガブリエル　ゼヴィン)

933.7 アリスはどこへ行った? 
（家政学・生活科学）  (グレゴリー　マグワイア)
596.6 流して焼くだけ簡単魔法のケーキ(Sachi) 949.8 国を救った数学少女(ヨナス　ヨナソン)
597.5 1週間で8割捨てる技術(筆子)
597.9 掃除は「ついで」にやりなさい!(新津 春子) 【地域資料（郷土資料）】

H291.1 札幌 富良野・小樽・旭山動物園  '17
【産業】 H291.1 北海道ツーリングパーフェクトガイド  2016
614.8 これぞ、ザ・ネーミング～。(包行 均) H318.6 東川スタイル(玉村 雅敏)
626 新・野菜の便利帳  おいしい編(板木 利隆) H482 東山絶滅動物園(武藤 健二)
626 新・野菜の便利帳  健康編(名取 貴光) H911.5 若き日の野口雨情(大嶽 浩良)
693.8 さくら日本切手カタログ  2017年版 H912.7 見る前に跳んだ(倉本 聰)
699.6 NHK取材班アマゾンを撮る男たち * HF ジャッカ・ドフニ(津島 佑子)

【言語】
804 翻訳できない世界のことば

  (エラ　フランシス　サンダース)

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

１７世紀を舞台に、幼くして孤児となった女性の一生を 

描く渾身の叙事小説にして、２月に急逝した著者の遺作。 

 

津島 佑子著 

《ジャッカ・ドフニ - 海の記憶の物語》 
●△*÷※ 

◇☆▼？ 
★◆○※！ 

たまたま爆弾を手に入れた天才数学少女が爆弾をめぐっ

て出会うどこかふつうじゃない人々との大騒動を描く。 

 

ヨナス・ヨナソン著 《国を救った数学少女》 

- 2 -



019.5    赤ちゃん～ゆりかごの中の科学者～（NPOブックスタート）
310.4    選挙ってなんだろう!?(高村 正彦)
726      月刊モエ（ＭＯＥ） ２０１６年６月号
BF       狐舞(佐伯 泰英)
H019.2   蘭越町子どもの読書活動推進計画（第２次計画）
          (蘭越町子どもの読書活動推進計画策定委員会)
H211     歴史探訪北海道移民史を知る!(北国 諒星)
H281     受賞に輝く人々 平成２７年(北海道総務部人事局人事課)
H366.3   北の★女性からのメッセージ  ２０１５年度
          (北海道環境生活部くらし安全局道民生活課女性支援室)
H789.3   飛翔(創立五十周年記念実行委員会)
H910.8   京極文芸　創刊号(京極町生涯学習センター湧学館)
H910.8   京極文芸　第２号(京極文芸クラブ)
H910.8   京極文芸 第３号(京極文芸クラブ)
H910.8   京極文芸 第４号(京極文芸クラブ)
H910.8   京極文芸 第６号(京極文芸クラブ)
H910.8   京極文芸 第５号(京極文芸クラブ)
HF       白の点景(針山  和美)
HF       ボボロン雑記(針山  和美)

５・６月にたくさんの寄贈図書などが入りました。 

こちらも新着図書と併せてご利用下さい。 

昭和４０年代後半に創刊した「京極文芸」が湧学館

「後志の文学」読書会によって読みやすいＡ４版の 

拡大サイズで複刻されました。 

ぜひこの機会に地元の皆さんの文芸作品を手にとって 

みませんか？ 
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【れきし】 【ほっかいどうの本】
289 真田幸村(山本 博文) HE とべ!もん太  (坂本 晴子∥作絵)
289 シュヴァル(岡谷 公二)

【しらべる本】
【しゃかい】 R031 現代用語の基礎知識学習版  2017
369 いのちをつなぐ犬夢之丞物語(佐藤 真澄)

【りか】
487 ウナギのいる川いない川(内山 りゅう)

【さんぎょう】
648 焼き肉を食べる前に。(中川 洋典)

* 686 出発進行!里山トロッコ列車(かこ さとし)
  

【げいじゅつ】
751 100円ショップでつくってあそぶ

 なんでも!ねんどあそび(吉田 未希子)

【おはなし】
（日本のおはなし）
910 幼ものがたり(石井 桃子)
913 怪盗探偵山猫 [3](神永 学)

* 913 風さそう弥生の夜桜(斉藤 洋)
913 アイドルを咲かせ(美波 蓮)
913 脱走ペンギンを追いかけて(山本 省三)

（海外のおはなし）
933 ハートソング  

(ケビン　クロスリー=ホランド)
933 ダーク・ライフ 上(カット　フォールズ)
933 ダーク・ライフ 下(カット　フォールズ)
953 テオの「ありがとう」ノート 

 (クロディーヌ　ル　グイック=プリエト)

【えほん】
* E もとこども(富安 陽子)

E 数ってどこまでかぞえられる?  
(ロバート　E.ウェルズ)

E 映画きかんしゃトーマス探せ!!謎の海賊船と
失われた宝物(ウィルバート　オードリー)

E ピヨピヨおばあちゃんのうち(工藤 ノリコ)
E ひろったらっぱ(新美 南吉)

* E てるてるぼうずとふりふりぼうず(せな けいこ)
E こいのぼりぐんぐんこどもの日!(ますだ ゆうこ)

* E ねこがおおきくなりすぎた 
 (ハンス　トラクスラー)

E しましまかしてください(林 なつこ)
E 妖怪バス旅行(広瀬 克也)
E ヒックゴロゴロはっくしょんひめ(グデュル)

* E ちっちゃなトラックレッドくんとグリーンくん 
 (みやにし たつや)

* E ぼくのおばあちゃんはキックボクサー(ねじめ 正一)

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）

- 4 -


