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２月26日付で入った新着図書123冊の分類別
一覧です。
図書の背についている丸いピンク色のシールが
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

210-160226
（注：書名の前の数字は分類番号です。）
【総記】
010.4
【歴史】
231
290.9
290.9
290.9
290.9
292.4

司書はゆるりと魔女になる(大島 真理)

【芸術】
709
709

古代ギリシャのリアル(藤村 シシン)
奇界紀行(佐藤 健寿)
地球の歩き方リゾートスタイル R01
(ホノルル＆オアフ島)
地球の歩き方 B23(ペルー ボリビア)
地球の歩き方 B07(ボストン)
冒険歌手(峠 恵子)

726.1
726.1
726.1
783.4
783.7

世界遺産ガイド 危機遺産編2016改訂版
(古田 陽久)
世界記憶遺産データ・ブック 2015～2016年版
(古田 陽久)
ダーリンは外国人まるっとベルリン3年め
(小栗 左多里)
4コマまんが!よりぬきしずくちゃん(ぎぼ りつこ)
理系の人々 5(よしたに)
五郎丸日記(小松 成美)
ベースボール・レコード・ブック 2016
(ベースボール マガジン社)
WHITE MOUNTAIN No.1(2016)

【社会科学】
784.3
317.4
国家試験カタログ 2017-18年版
319.2
ASEANを知るための50章(黒柳 米司)
324.6 事実婚・内縁 同性婚2人のためのお金と法律
(今井 多恵子)
324.8 無戸籍の日本人(井戸 まさえ)
335.3 日本でいちばん大切にしたい会社 5(坂本 光司)
364.3 保険と年金の動向 2015/2016(厚生労働統計協会)
391.6
拉致被害者たちを見殺しにした安倍晋三と
【地域資料（郷土資料）】
冷血な面々(蓮池 透)
H211
戦後70年忘れ得ぬ戦禍(北海道新聞社)
H748
北海道新聞報道写真集 2015(北海道新聞社)
HF
函館殺人坂(梓 林太郎)
HF
櫻子さんの足下には死体が埋まっている [9]
北朝鮮による拉致被害者家族連絡会の事務局長等を
(太田 紫織)
歴任する著者が暴く、日朝交渉の全裏面史。
【参考図書】
R317.7 消防白書 平成27年版(消防庁)
蓮池透・著
R326.3 犯罪白書 平成27年版(法務省法務総合研究所)
《拉致被害者たちを見殺しにした
R519
環境年表 第4冊(平成27-28年)(国立天文台)
安倍晋三と冷血な面々》
【自然科学】
440
インターネット望遠鏡で観測!現代天文学入門
(慶應義塾大学インターネット望遠鏡プロジェクト)
489.5 タヌキ学入門 (高槻 成紀)
【技術】
547.4
547.4
588.6

今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!
LINE超入門 (井上 香緒里)
故人サイト (古田 雄介)
バイヤー厳選の人気調味料&スーパーフード
手帖606 (主婦の友社)

（家政学・生活科学）
597.5 暮らし上手のお片づけ
【産業】
646.9
654.8
659
694.6

みつばち高校生 (森山 あみ)
シカ問題を考える (高槻 成紀)
新編黒部の山人 (鬼窪 善一郎)
今すぐ使えるかんたんiPhone 6s/6s Plus完全
ガイドブック困った解決&便利技 (リンクアップ)

長野県富士見高校養蜂部が創部３年で日本学校農業全国
大会で優勝するまでを綴ったノンフィクション。
森山あみ・著《みつばち高校生》

全国に１万人以上といわれる「成年無戸籍者」。
日本で戸籍を取得できない実態とその背景に迫る。

井戸まさえ・著《無戸籍の日本人》
東京都心にも生息している一方、その生態があまり知ら
れていないタヌキについて専門家がわかりやすく解説。
高槻成紀・著《タヌキ学入門》

膨大な「故人サイト」から特に印象的・特徴的・
衝撃的な103サイトの概要を紹介する。
古田雄介・著《故人サイト》

【文学】
B908.8
910.2
910.2
912.7

名作うしろ読み(斎藤 美奈子)
啄木の手紙を読む(池田 功)
叡知の詩学 小林秀雄と井筒俊彦(若松 英輔)
光と影を映す(山田 太一)

（読物）
* F
F
* F
* F
* F
F
* F
F
F
F
F
* F
F
F
F
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF

SARA(麻生 幾)
天才(石原 慎太郎)
家康、江戸を建てる(門井 慶喜)
臥龍(今野 敏)
アシタノユキカタ(小路 幸也)
君の膵臓をたべたい(住野 よる)
西洋菓子店プティ・フール(千早 茜)
世界の果てのこどもたち(中脇 初枝)
愛のようだ(長嶋 有)
帰ってきた腕貫探偵(西澤 保彦)
消滅世界(村田 沙耶香)
象は忘れない(柳 広司)
我が名は秀秋(矢野 隆)
展望台のある島(山川 方夫)
ゼロワン(若木 未生)
相棒 season13下(輿水 泰弘)
使者(上田 秀人)
心霊探偵八雲 8(神永 学)
凍る炎(堂場 瞬一)
楽隊のうさぎ(中沢 けい)
墓地展望亭・ハムレット(久生 十蘭)
鍵屋甘味処改 3(梨沙)

（随筆）
914.6
914.6
914.6
914.6

世界が終わる夢を見る(亀山 郁夫)
買い物の九割は失敗です(岸本 葉子)
マナーの正体(逢坂 剛)
かわいい夫(山崎 ナオコーラ)

１月・２月に１１冊の寄贈を頂きました。
こちらも新着図書と併せてご利用下さい。
【一般書】
596.3 ホワイトソルガムきびレシピBOOK
（アメリカ穀物協会）
BF
イノセントブルー（神永学）
BF
新・酔いどれ小藤次 4(佐伯泰英）
H211.7 倶知安の八十年（吉田冨美雄）
H289.1 山形へ帰る旅（紺谷友昭）
H389.8 第19回アイヌ語弁論大会報告書
H625.6 アスパラガス（前田克己）
H726.1 君がくれた宝物（京極町）
【児童書】
E
タンポポの金メダル（青井芳美）
E
せかいのはてのむこうがわ（たなかやすひろ）

原発事故で失われた命、電力会社と政府の欺瞞。。
福島第一原発を題材に紡がれた連作短編集。
柳広司・著《象は忘れない》
臆病な中学生が吹奏楽部で生き生きと自分を取り戻して
いく様を描くブラバン少年の成長物語。
中沢けい・著《楽隊のうさぎ》

（ルポルタージュ）
916
ペコロスの母の贈り物(岡野 雄一)
（外国文学）
B933.7 標的 上(パトリシア コーンウェル)
B933.7 標的 下(パトリシア コーンウェル)
949.8 ミレニアム 4[上]
949.8 ミレニアム 4[下]
人工授精で子供を産み、無菌の家族をつくる、人間の
本能の行方は？ 日本の未来を予言する物語。
村田沙耶香・著《消滅世界》

さまざまな出来事をとおして、あたらしい結婚の形と、
変化していく作家のこころを浮かび上がらせる結婚
エッセイ。
山崎ナオコーラ・著《かわいい夫》

あのミカエルとリスベットが帰ってきた！世界的
大ベストセラー「ミレニアム」シリーズ最新作
《ミレニアム

４》上・下

〈名前のない僕〉と〈日常のない彼女〉が織りなす物語。
とびきりのラストシーンに泣かされる圧倒的デビュー作。
今年度本屋大賞ノミネート。
住野よる・著《君の膵臓をたべたい》

210-160226
（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
【れきし】
289
ルイ・ブライユ(迎 夏生)
【しゃかい】
383
にっぽんのおやつ(白央 篤司)
【りか】
450
493

ジオパークへ行こう!(林 信太郎)
感染症キャラクター図鑑(岡田 晴恵)

【ほっかいどうの本】
HE
ゆき(きくち ちき)
HE
おばけのマールとみんなのとしょかん
(なかい れい)
HE
もりのやきゅうちーむふぁいたーず
(北海道日本ハムファイターズ選手会)

【えほん】
E
ねこだらけ(あき びんご)
E
きったら、まる!(荒戸 里也子)
【さんぎょう】
E
十二支のはじまり(いもと ようこ)
675
築地市場(モリナガ ヨウ)
E
おにはそと!ふくはうち!(いもと ようこ)
E
ホッキョクグマくん、だいじょうぶ?
【げいじゅつ】
(ロバート E.ウェルズ)
751
筋肉からつくる!恐竜ねんど(荒木 一成)
E
ぼくはいったいなんやねん(岡田 よしたか)
754
こども折り紙あそび(いしばし なおこ)
E
まあちゃんとりすのふゆじたく(かとう まふみ)
783
なでしこジャパン(本郷 陽二)
E
へそのかくれが(中西 翠)
783
錦織圭(本郷 陽二)
E
のっぽのスイブル155(こもり まこと)
E
ミニオンズ イーブルパニック(レナウド コリン)
【おはなし】
* E
とんでもない(鈴木 のりたけ)
910
石井桃子(筑摩書房編集部)
* E
ダンゴムシのコロリンコくん(カズコ G.ストーン)
E
地球のみえないところをのぞいてみたら
（日本のおはなし）
(てづか あけみ)
913
エイプリルと魔法のおくりもの(あんびる やすこ) E
モンゴルのゆうぼくみん(ジョンガルぶもん)
913
黒魔女さんが通る!! part20(石崎 洋司)
E
にっぽんしょうがっこう(のぶみ)
913
I Loveスヌーピー([ワダ ヒトミ)
E
東京駅(濱 美由紀)
913
怪盗探偵山猫(神永 学)
E
ぶぅさんのブー(100%Orange)
913
真田十勇士は名探偵!!(楠木 誠一郎)
E
きをつけて おおかみだ!(セドリック ラマディエ)
913
ゆうれい回転ずしにぎりずし一本勝負!(佐川 芳枝) E
サンパギータのくびかざり(松居 友)
913
ぼくらの魔女戦記 2(宗田 理)
E
アンリ・ルソー(ミシェル マーケル)
913
銀の匙(中 勘助)
E
えほんからとびだしたオオカミ
913
ハルと歩いた(西田 俊也)
(ティエリー ロブレヒト)
E
かいけつ!トイレざむらい(片平 直樹)
（海外のおはなし）
933
ファイアー・クロニクル(ジョン スティーブンス)
933
ブラック・レコニング(ジョン スティーブンス)
933
アナと雪の女王 [4](エリカ デイビッド)
933
ウォーリアーズ 4-1(エリン ハンター)
933
ディズニーインフィニティ
(エイミー ワインガルトナー)

