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1月26日付で入った新着図書９４冊の分類別
一覧です。
図書の背についている丸い水色のシールが
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 『王様のブランチ』が恋した本
(TBSテレビ「王様のブランチ」)
019.9 小泉今日子書評集(小泉 今日子)
【歴史】
210.7 戦争を背負わされて(広岩 近広)
288.2 ファミリーヒストリー (宮 徹)
290.9 地球の歩き方リゾートスタイル R05
(こどもと行くハワイ)
290.9 地球の歩き方リゾートスタイル R09
(こどもと行くグアム)
【社会科学】
B338.1 しんがり(清武 英利)
【自然科学】
410.4 数学ガールの秘密ノート(結城 浩)
（医学・薬学）
493.7 魅力あふれる認知症カフェの始め方・続け方
(浅岡 雅子)
493.9 アレルゲン特定原材料27品目不使用
アレンジれしぴ(河村 郁奈子)

(読物）
F
悪声(いしい しんじ)
もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの
F
『ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝと企業家精神』を読んだら(岩崎 夏海)
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エピローグ(円城 塔)
プロローグ(円城 塔)
新カラマーゾフの兄弟上(亀山 郁夫)
新カラマーゾフの兄弟下(亀山 郁夫)
岳飛伝 15(北方 謙三)
空にみずうみ(佐伯 一麦)
ズッコケ熟年三人組(那須 正幹)
禁断のスカルペル(久間 十義)
戦場のコックたち(深緑 野分)
小説母と暮せば(山田 洋次)
吉村昭昭和の戦争 6(吉村 昭)
君と時計と噓の塔 第1幕(綾崎 隼)
本をめぐる物語(神永 学)

（随筆）
914.6 大人の流儀 5(伊集院 静)
914.6 これだけで、幸せ(小川 糸)
914.6 おなかがすいたハラペコだ。(椎名 誠)
（日記）
915.6 雨の匂いのする夜に(椎名 誠)
（ルポルタージュ）
916
みつえばあちゃんとボク(岡野 雄一)
916
キミはボク(福島 茂)

（外国文学）
【技術】
933.7 火打箱(サリー ガードナー)
547.4 今すぐ使えるかんたんTwitter入門(リンクアップ)933.7 カッシアの物語 3(アリー コンディ)
933.7 モリアーティ(アンソニー ホロヴィッツ)
（家政学・生活科学）
B983
白痴 1(ドストエフスキー)
596.4 暮らし上手のもてなしごはん
598.2 ダンナのための妊娠出産読本(荻田 和秀)
【地域資料（郷土資料）】
H211
戦後70年北海道と戦争 下(北海道新聞社)
【産業】
H291.1 北海道雪山ガイド
601.1 地域ブランディング実例集
(北海道の山メーリングリスト)
648.2 誰も知らない屠場の仕事(桜井 厚)
H596.6 北海道の小麦でパンを焼こう(森本 まどか)
H783.7 未徹在(栗山 英樹)
【芸術】
HF
罪人よやすらかに眠れ(石持 浅海)
726.1 僕の姉ちゃん 続(益田 ミリ)
726.6 長新太
【参考図書】
784.3 こどもスキーわくわくレッスン
R290.3 今がわかる時代がわかる世界地図 2016年版
(岡部哲也スキースクール)
(成美堂出版編集部)
R291
今がわかる時代がわかる日本地図 2016年版
【文学】
(成美堂出版編集部)
901.3 このミステリーがすごい! 2016年版
R403.6 理科年表 第89冊(平成28年)(国立天文台)
(『このミステリーがすごい!』編集部)
R440.5 天文年鑑 2016年版(天文年鑑編集委員会)
902.3 ハヤカワ文庫SF総解説2000(早川書房編集部)
910.2 この時代小説がすごい! 2016年版
(『この時代小説がすごい!』編集部)
1月に６冊の寄贈を頂きました。
B911.5 石垣りん詩集(石垣 りん)
こちらも新着図書と併せてご利用ください。
159
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ストーリー思考で奇跡が起きる（小山竜央）
ちょっと今から仕事やめてくる（北川恵海）
竹屋ノ渡（佐伯泰英）
旅立ノ朝（佐伯泰英）
スーパーノート（カスパー捜査官）
BYWAY後志 壱伍（BYWAY後志編集部）

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
【れきし】
(海外のおはなし）
210 タイムスリップ!江戸の町で大冒険(小沢 詠美子)
933 第二次世界大戦の夜
222 兵馬俑のひみつ(マイケル チャペック)
(メアリー ポープ オズボーン)
290 ディスカバー!世界の国ぐにで大冒険
933 少年弁護士セオの事件簿 5
(矢ケ崎 典隆)
(ジョン グリシャム)
933 ハリーとうたうおとなりさん(ジーン ジオン)
【りか】
933 ぼくが本を読まない理由(わけ)
407 かがくが好きになる絵本100
(ジャネット タージン)
(科学の本の読み聞かせの会「ほんとほんと」)
973 THE LOCK 1(P.D.バッカラリオ)
481 地中世界のサバイバル 2(スウィートファクトリー) 973 THE LOCK 2(P.D.バッカラリオ)
【こうぎょう】
596 ルルとララの手作りSweets 春のお菓子
(あんびる やすこ)
596 ルルとララの手作りSweets 夏のお菓子
(あんびる やすこ)
596 ルルとララの手作りSweets 秋のお菓子
(あんびる やすこ)
596 ルルとララの手作りSweets 冬のお菓子
(あんびる やすこ)
【さんぎょう】
615 モンキードッグの挑戦(あんず ゆき)
【げいじゅつ】
726 やなせたかし(筑摩書房編集部)
【おはなし】
（日本のおはなし）
913 あたらしいわたしの探し方(あんびる やすこ)
913 おばけのアッチ パン・パン・パンケーキ
(角野 栄子)
913 チポロ(菅野 雪虫)
913 orange 2(高野 苺)
913 都会(まち)のトム&ソーヤ 13(はやみね かおる)
913 きえた!?かいけつゾロリ(原 ゆたか)
913 絶望鬼ごっこ [3](針 とら)
913 映画クレヨンしんちゃんオラの引越し物語
サボテン大襲撃(臼井 儀人)
913 奪われた予言書(三田村 信行)
913 よるのとしょかんだいぼうけん(村中 李衣)
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【えほん】
E
はなかっぱうみのぼうけん(あきやま ただし)
E
へんしんマーケット(あきやま ただし)
E
妖怪ウォッチむかしばなし(レベルファイブ)
E
けしごむくん(こんの ひとみ)
E
おしゃべりこんぶ(おかい みほ)
E
こえだのとうさん(ジュリア ドナルドソン)
E
きっといいことあるよ!(戸塚 英子)
E
きみはうみ(西 加奈子)
E
むねがちくちく(長谷川 集平)
E
しんかいたんけん!マリンスノー (山本 孝)
E
ゆきのんのんねこざかな(わたなべ ゆういち)

