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11月11日付で入った新着図書１17冊の分類別
一覧です。
図書の背についている丸い黄色のシールが
目印です。
（最新刊には小さめのシールがついています。）

注：図書リストの「＊」印は最新刊です。

京極町 ”みんなの図書館 ”湧学館

（注：書名の前の数字は分類番号です。）
【総記】
* 019.9 私的読食録 (堀江 敏幸)
031.5 ギネス世界記録 2016
(クレイグ
070.1 報道危機の時代 (阪井 宏)

*
グレンディ) *
*
*
【歴史】
*
210.7 戦場体験者沈黙の記録 (保阪 正康)
*
290.8 世界の廃墟 (佐藤 健寿)
*
*
【社会科学】
*
302.3 スコットランドを知るための65章
(木村 正俊)
318.6 地域おこし協力隊 (椎川 忍)
361.4 京都ぎらい (井上 章一)

【文学】
（読物）
F
秋葉原先留交番ゆうれい付き (西條 奈加)
F
虚栄 (久坂部 羊)
F
ギリギリ (原田 ひ香)
F
虚人の星 (島田 雅彦)
F
うずら大名 (畠中 恵)
F
我が家のヒミツ (奥田 英朗)
F
霧(ウラル) (桜木 紫乃)
F
新しい十五匹のネズミのフライ (島田 荘司)
F
ここは私たちのいない場所 (白石 一文)

正体不明の”大名”と泣き虫の村名主が江戸を
揺るがす難事件に挑む。新しい畠中ワールドの
幕開けとなる痛快時代小説。

【自然科学】
435.4 水の常識ウソホント77 (左巻 健男)

畠中恵・著《うずら大名》

（医学・薬学）
498.3 朝の一杯白湯を飲むだけ健康法 (蓮村 誠)
【技術】
528.2
薪ストーブの本 VOL12
543.5 原子力市民年鑑 2015(原子力資料情報室)

*
*
*
*
【産業】
*
611.9 全国農村サミット 2014
*
(全国農村サミット運営委員会) *
*
【芸術】
726.1 中沢啓治著作集 3(中沢 啓治)

F
F
F
F
F
F
F
F
F

大丈夫。一歩踏み出せば、どこだって行ける。
ＮＹ、香港、パリ… 新しい自分に出会う切なく
優しい旅ものがたり。

全国444の自治体で活動中の1500人以上の隊員たちの
リアルな現場報告。
椎川忍・著《地域おこし協力隊》

近藤史恵・著《スーツケースの半分は》

権力による露骨なマスコミ支配。正しい報道とは？
北星学園大学教授の著者と学生たちとの議論の中
から生まれた本。
阪井宏・著《報道危機の時代》

【地域資料（郷土資料）】
H291.1 北海道夏山ガイド 1(梅沢 俊)
H361.4 北海道民のオキテ もっと!(さとう まさ)
H914.6 石の裏にも三年 (北大路 公子)
HF
羊をめぐる冒険 上(村上 春樹)
HF
羊をめぐる冒険 下(村上 春樹)
【参考図書】
R350.9 世界国勢図会 2015/16(矢野恒太記念会)
R369.2 高齢社会白書 平成27年版(内閣府)

がらくた屋と月の夜話 (谷 瑞恵)
怒鳴り癖 (藤田 宜永)
MILK (石田 衣良)
抗争 (江上 剛)
闘う君の唄を (中山 七里)
ふなふな船橋 (吉本 ばなな)
鍵の掛かった男 (有栖川 有栖)
草雲雀 (葉室 麟)
スーツケースの半分は (近藤 史恵)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

和僑 (楡 周平)
帰蝶 (諸田 玲子)
水鏡推理 (松岡 圭祐)
殺人鬼の献立表 (あさの あつこ)
番神の梅 (藤原 緋沙子)
この世にたやすい仕事はない (津村 記久子)
Killers 上(堂場 瞬一)
Killers 下(堂場 瞬一)
メビウスの守護者 (川瀬 七緒)
わが心のジェニファー (浅田 次郎)
あこがれ (川上 未映子)
ヒトでなし 金剛界の章(京極 夏彦)
竜の道 [2](白川 道)
自画像 (朝比奈 あすか)
運命の花びら 上(森村 誠一)
運命の花びら 下(森村 誠一)
ウォーク・イン・クローゼット (綿矢 りさ)
ヨイ豊 (梶 よう子)
黒のコスモス少女団 (朱川 湊人)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
BF

陽だまりの天使たち (馳 星周)
義貞の旗 (安部 龍太郎)
寮生 (今野 敏)
わかれ (瀬戸内 寂聴)
ギブ・ミー・ア・チャンス (荻原 浩)
竈河岸 (宇江佐 真理)
下町ロケット 2(池井戸 潤)
明治・金色キタン (畠中 恵)
墓標なき街 (逢坂 剛)
冬の光 (篠田 節子)
ロゴスの市 (乙川 優三郎)
地上生活者 第5部(李 恢成)
花咲小路二丁目の花乃子さん (小路 幸也)
羊と鋼の森 (宮下 奈都)
あさが来た 上(古川 智映子)
きわこのこと (まさき としか)
さよなら妖精 (米澤 穂信)

酒と雪と妄想にまみれた北海道暮らしの日々を綴った
爆笑＆脱力日記。
北大路公子・著《石の裏にも三年》

五十年、三世代にわたる殺人者の系譜と追う者たち。
警察小説の旗手のデビュー100冊目を飾る文芸巨編。
堂場瞬一・著《Ｋｉｌｌｅｒ》上・下

読んだら誰かに話したくなる思わず吹き出す滑稽な
視点と身をよじりたくなる抱腹絶倒のエッセイ集。

（随筆）
* 914.6 嫌老社会を超えて (五木 寛之)
* 914.6 図書室で暮らしたい (辻村 深月)
914.6 職業としての小説家 (村上 春樹)
914.6 忘れてきた花束。 (糸井 重里)
914.6 きれいなシワの作り方 (村田 沙耶香)

村田沙耶香・著《きれいなシワの作り方》

（外国文学）
933.7 日々の光 (ジェイ ルービン)
936
25年目の「ただいま」
(サルー ブライアリー)

どこにでもひる平凡な家族のもとに訪れる、かけがえの
ない瞬間を描いた「家日和」「我が家の問題」に続く
家族小説。
奥田英朗・著《我が家のヒミツ》

９～1１月にたくさんの寄贈図書を頂きました。
こちらも新着図書と併せてご利用下さい。

【総記】
019
小学生１００人のわくわく４日間
(国立青少年教育振興機構)
【哲学】
183.1 真理のことば(佐々木 閑)
188.7 明治維新の東本願寺(奈良本 辰也)
【歴史】
289.2 魏源と林則徐(大谷 敏夫)
291
週刊日本百名山 No.１～５０
【医学・薬学】
497
歯は治る「抜くな、削るな、冠せるな」
(谷口 清)
【産業】
689.2 旅行年報

2015
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【芸術】
706.9 ルーヴル名作選
706.9 日本で会える巨匠たち
706.9 印象派名画選
706.9 英国絵画と西欧風景画選
708.7 松方コレクション特集
712.3 ロダン(モニック ローラン)
721.8 歌川広重 保永堂版東海道五拾三次 上巻
723
モネと印象派の巨匠たち
723.1 山下清 心の名画集
723.1 裸の大将放浪記 第１巻(山下 清)
723.1 裸の大将放浪記 第２巻(山下 清)
723.1 裸の大将放浪記 第３巻(山下 清)
723.1 裸の大将放浪記 第４巻(山下 清)
723.3 ゴッホ情熱の軌跡
723.3 モスクワプーシキン美術館所蔵による
ヨーロッパ絵画500年展(日本テレビ放送網)
730.8 シャガール回顧展 巨匠の版画
処女作から絶筆まで(黒田 亮子)

【文学】
910.2 山崎豊子全小説を読み解く
911.3 芭蕉文集(松尾 芭蕉)
911.3 芭蕉句集(松尾 芭蕉)
913.2 古事記(西宮 一民)
913.4 平家物語 上(水原 一)
913.4 平家物語 中(水原 一)
913.4 平家物語 下(水原 一)

H291
２１世紀に贈る北海道新百景
H291.1 北海道旅の四季(日本交通公社)
H472.1 阿寒・摩周の植物(細川 音治)
H626.5 アスパラガス(前田
H710.8
H723.1
H730
H748

（読物）
BF
果てしなき渇き(深町 秋生)
（随筆）
914.4 徒然草(吉田 兼好)

札幌芸術の森野外美術館 ２(札幌市)
三岸好太郎作品選(三岸 好太郎)
版画・北の旅(景川 弘道)
拓真館(前田 真三)

H914.6 ジャックおじさんの洞爺湖日記
(ジャック ユンクィアン)
H916
語りつぐ戦争体験(北海道教職員組合)

（全集）
918.6 草の実(竹久 夢二)
918.6 雑草(竹久 夢二)
918.6 どんたく(竹久 夢二)
918.6 三味線草(竹久 夢二)
918.6 あやとりかけとり(竹久 夢二)
918.6 春のおくりもの(竹久 夢二)
918.6 春(竹久 夢二)
918.6 砂がき(竹久 夢二)
918.6 夢二慕情(竹久 夢二)
（外国文学）
B933.7 黙示 上(サラ
B933.7 黙示 下(サラ

克己)

ロッツ)
ロッツ)

【地域資料（郷土資料）】
H018
標茶町郷土館報告 第２７号(標茶町郷土館)
H210.7 叛徒(平沢 是曠)
H210.7 開戦(平沢 是曠)
H211.7 ひとすじの道
(〔「余市豆本」刊行５０号を祝う会〕)
H211.7 余市豆本 ６(田村 勉)
H211.7 余市豆本 １２(本多 貢)
H211.7 余市豆本 別巻(余市豆本の会)
H211.7 余市豆本 特集号(本田 正靖)
H211.7 余市豆本 第２集７号(鈴木 重安)
H211.7 余市豆本 第２集８号(上元 芳男)
H211.7 余市豆本 第２集９号(酒井 嘉也)
H211.7 余市豆本 第２集１０号(川元 栄一)
H211.7 余市豆本 第３集１号(棚田 誠哉)
H211.7 余市豆本 第３集２号(前田 克己)
H211.7 余市豆本 第３集３号(須磨 トヨ)
H211.7 余市豆本 第３集４号(笹塚 篤)
H211.7 余市豆本 第３集６号(日塔 二三雄)
H211.7 余市豆本 第３集７号(池澤 章)
H211.7 余市豆本 第３集８号(本多 貢)
H211.7 余市豆本 第３集１０号(朝谷 耿三)
H211.7 余市豆本 第３集別巻(前田 克己)
H211.7 余市豆本 第４集第１号(川村 明)
H211.7 余市豆本 第４集第３号(猿渡 芳男)
H211.7 余市豆本 第４集第４号(小堀 煌治)
H211.7 余市豆本 第４集別巻(辻 敏)
H211.7 余市豆本 第５集第５号(余市豆本の会)
H211.9 流亡(小坂 洋右)
H281
ほのぼの漫画で笑いを誘う おおば比呂司の生涯
”太鼓のロクさん”奮戦す 高田緑郎の生涯
(佐々木 信恵)
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（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
【りか】
* 480
レッド・フォックス
(チャールズ G.D.ロバーツ)
480
はっけんずかんどうぶつ(今泉 忠明)
481
水の国の迷路(香川 元太郎)
493
放射能ってなんだろう?(小倉 志郎)
【さんぎょう】
* 649
めざせ!動物のお医者さん(きむら ゆういち)
【げいじゅつ】
* 783
走れ!みらいのエースストライカー
(吉野 万理子)

*

*
*
*
*
*
*

【おはなし】
（日本のおはなし）
913
2分の1成人式(井上 林子)
913
おなやみ相談部(みうら かれん)
913
ポケモン・ザ・ムービーXY光輪(リング)の
超魔神フーパ(冨岡 淳広)
913
ニレの木広場のモモモ館(高楼 方子)
913
べんり屋、寺岡の冬。(中山 聖子)
913
みんなのおばけ小学校(市川 宣子)
913
つくしちゃんとすぎなさん(まはら 三桃)
913
二日月(いとう みく)
913
音楽室の日曜日(村上 しいこ)
913
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 ５(廣嶋 玲子)

（海外のおはなし）
* 949
がれきのなかの小鳥(カーリ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ビッセルス)

【えほん】
E
金のおさら(バーナデット ワッツ)
E
オニのサラリーマン(富安 陽子)
E
もうぬげない(ヨシタケ シンスケ)
E
くじらさんのーたーめならえんやこーら
(内田 麟太郎)
E
おはよう!しゅうしゅうしゃ(竹下 文子)
E
子どものためのラ・フォンテーヌのおはなし
(ラ フォンテーヌ)
E
きっときっとまもってあげる(M.スペリング)
E
おじいちゃんのコート(ジム エイルズワース)
E
オオカミのはつこい(きむら ゆういち)
E
おもち!(石津 ちひろ)
E
子うさぎジャックとひとりぼっちのかかし
(バーナデット ワッツ)
E
こんにちは、いたずらっ子エーミル
(アストリッド リンドグレーン)
E
ごいっしょにどうぞ(くすのき しげのり)
E
カエルくんのたんこぶ(宮西 達也)
E
だれのもようかな?(ネイチャー&サイエンス)
E
ものすごくながいちょんまげのとのさまと
ものすごくながいおひげのおうさま(石崎 なおこ)
E
さわれるまなべるぼくじょうのどうぶつ
(グザヴィエ ドヌー)
E
ふしぎなえかきさん(間瀬 なおかた)
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