
注：図書リストの「＊」印は最新刊です。

（最新刊には小さめのシールがついています。）

　京極町 ”みんなの図書館 ”湧学館

2016.3.30
第２１１号

3月30日付で入った新着図書140冊の分類別

一覧です。

図書の背についている丸い緑色のシールが

目印です。



【社会科学】 * F カナリア恋唄 (杉本 章子)
302.3 バルカンを知るための66章 (柴 宜弘) * F また、同じ夢を見ていた (住野 よる)

* 367.3 子の無い人生 (酒井 順子) * F ガンルージュ (月村 了衛)
* F 真説真田名刀伝 (東郷 隆)

【医学・薬学】 * F バビロンの秘文字 2(堂場 瞬一)
498.3 みずぽっと体操 (鎌田 恭平) * F 恩讐の鎮魂曲(レクイエム) (中山 七里)
498.5 読むオイル事典 (YUKIE) * F フランダースの帽子 (長野 まゆみ)

* F まく子 (西 加奈子)
【家政学・生活科学】 * F ラストフロンティア (楡 周平)
594.9 動物ぽんぽん (trikotri) * F 神剣 (葉室 麟)
596 暮らし上手の賢い作りおき * F ビューティーキャンプ (林 真理子)

* F カエルの楽園 (百田 尚樹)
【芸術】 * F 女神 (藤田 宜永)
783.7 黒い人脈と野球選手 (夏原 武) * F バベル九朔 (万城目 学)

* F 水鏡推理 2(松岡 圭祐)
* F 海は見えるか (真山 仁)
* F みんなの怪盗ルパン (小林 泰三)
* F みんなの少年探偵団 2(有栖川 有栖)
* F うちのご近所さん (群 ようこ)
* F 風待心中 (山口 恵以子)
* F 神様のコドモ (山田 悠介)
* F 幹事のアッコちゃん (柚木 麻子)
* F 橋を渡る (吉田 修一)

（随筆）
914.6 昭和からの遺言 (倉本 聰)

* 914.6 マリコ、炎上 (林 真理子)

【文学】 （ルポルタージュ）
902.3 SFが読みたい! 2016年版(SFマガジン編集部) 916 救命センター カルテの向こう側 (浜辺 祐一)
911.1 セーラー服の歌人 鳥居 (岩岡 千景)
911.1 キリンの子 (鳥居) （外国文学）

929.5 ウイグルの詩人アフメットジャン・オスマン選詩集
（読物）  (アフメットジャン　オスマン)

* F 鼠、地獄を巡る (赤川 次郎) B933.7 世界の誕生日 (アーシュラ　K.ル　グィン)
* F たそがれどきに見つけたもの (朝倉 かすみ)
* F かんかん橋の向こう側 (あさの あつこ) 【地域資料（郷土資料）】
* F 気仙沼ミラクルガール (五十嵐 貴久) H366.8 樺太(サハリン)が宝の島と呼ばれていたころ
* F 吹けよ風呼べよ嵐 (伊東 潤)  (野添 憲治)
* F 我々の恋愛 (いとう せいこう) H596 札幌乙女ごはん。 コミックス版(松本 あやか)
* F 花が咲くとき (乾 ルカ) H726.1 義男の空 volume9(エアーダイブ)
* F 今はちょっと、ついてないだけ (伊吹 有喜)
* F 情け深くあれ (岩井 三四二)
* F 擬宝珠のある橋 (宇江佐 真理)
* F うめ婆行状記 (宇江佐 真理)
* F 誰にも探せない (大崎 梢)
* F 拳の先 (角田 光代)
* F 軽薄 (金原 ひとみ)
* F バラカ (桐野 夏生)
* F 九十九藤(つづらふじ) (西條 奈加)
* F 恭一郎と七人の叔母 (小路 幸也)

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

倉本聰が昭和の時代を、自らの体験と独特の切り口で

ふりかえる。 

 

倉本聰・著 《昭和からの遺言》 

薬物、賭博。。選手と裏社会はなぜ交わったのか。 

関係者多数からの取材でその実態を明らかにする。 

 

夏原 武・著 《黒い人脈と野球選手》 

あのアッコさんが帰ってきた！ 背中をバシッと叩い

て導いてくれるアッコさん節サク烈のシリーズ第３弾。 

 

柚木 麻子・著 《幹事のアッコちゃん》 

期せずして子の無い人生を歩む著者が、子がいない 

ことで生じるあれこれを真正面から斬る！ 

 

酒井 順子・著 《子の無い人生》 

埋蔵金探し、それは僕たちだけの冒険のはずだった。 

なのになぜか殺人事件に発展し。。 手に汗握る青春

ミステリー 

 

大崎 梢・著 《誰にも探せない》 

超高齢社会に突入した日本で、救命医たちが挑むシビアな

戦いを現役医師が描いた救命センターの知られざる人間 

ドラマ。 

 

     浜辺 祐一・著  

《救命センター カルテの向こう側》 
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【総記】 【地域資料（郷土資料）】
010.5 全国図書館大会東京大会記録第１０１回（２０１５） H540.9 創立５０周年記念誌（北海道電気保安協会）

H726.1 ふしぎの国のバード 1（佐々 大河）
【医学・薬学】 911.5 石橋孝弘詩集（石橋孝弘）
492.7 タッチの極み(下澤　正幸） HF 支笏湖　上（針山　和美）
498.3 健康常備学 HF 支笏湖　下（針山　和美）

HF 湖にて（針山　和美）
【技術】 HF 三郎の手紙（針山　和美）
507.9 ガンプラ図鑑　ＨG篇2013 HF 女囚の記（針山　和美）

HF 重い雪のあとで（針山　和美）
（家政学・生活科学） HF 敵機墜落事件（針山　和美）
599.3 はじめてのカンタン離乳食 1 HF 原付時代（針山　和美）
599.3 はじめてのカンタン離乳食 2 HF 山中にて（針山　和美）
599.3 はじめてのカンタン離乳食 3

（児童書）
【芸術】 H913 雷を打ち負かした女の子（寮  美千子）
726 月刊モエ（ＭＯＥ）  ２０１６年３月号 HE からすのくろいほし（うめつ  ゆい）
726 月刊モエ（ＭＯＥ）  ２０１６年４月号

【文学】
（読物）
BF 見番（佐伯 泰英）
BF 小籐次青春抄（佐伯 泰英）
BF 始末（佐伯 泰英）
BF 五代友厚（高橋　直樹）

（外国文学）
B953.7 彼女のいない飛行機（ミシェル　ビュッシ）
B953.7 その女アレックス（ピエール　ルメートル）

２・３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。 
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【いきかた】 【おはなし】
148 射手座   ジュニア版(石井 ゆかり) (日本のおはなし）
148 魚座   ジュニア版(石井 ゆかり) * 913 迷いクジラの子守歌 (安東 みきえ)
148 牡牛座   ジュニア版(石井 ゆかり) * 913 てんきのいい日はつくしとり (石川 えりこ)
148 乙女座   ジュニア版(石井 ゆかり) * 913 はいくしょうてんがい (苅田 澄子)
148 牡羊座   ジュニア版(石井 ゆかり) 913 ようこそなぞなぞしょうがっこうへ (北 ふうこ)
148 蟹座   ジュニア版(石井 ゆかり) 913 絶叫学級 [15](いしかわ えみ)
148 蠍座   ジュニア版(石井 ゆかり) 913 ルルル・動物病院 2(後藤 みわこ)
148 獅子座   ジュニア版(石井 ゆかり) 913 ルルル・動物病院 3(後藤 みわこ)
148 天秤座   ジュニア版(石井 ゆかり) 913 うるうのもり (小林 賢太郎)
148 双子座   ジュニア版(石井 ゆかり) * 913 どうぶつのおばけずかん (斉藤 洋)
148 水瓶座   ジュニア版(石井 ゆかり) * 913 いつでもインコ (斉藤 洋)
148 山羊座   ジュニア版(石井 ゆかり) * 913 ケンガイにっ! (高森 美由紀)

913 ポンちゃんはお金もち (たかどの ほうこ)
【れきし】 * 913 オバケ屋敷にお引っ越し (富安 陽子)
289 伊能忠敬 歩いてつくった日本地図 (国松 俊英) 913 遊園地の妖怪一家 (富安 陽子)

913 ひそひそ森の妖怪 (富安 陽子)
【しゃかい】 913 こぶたものがたり (中澤 晶子)

* 317 交番のヒーロー (如月 かずさ) 913 ちえり×ドロップ レシピ1(のまみ ちこ)
351 日本のすがた 2016(矢野恒太記念会) 913 おばけのへんしん!? (むらい かよ)
366 まちのしごとば大研究 3(まちのしごとば取材班)
370 奇跡の犬、ウィル (吉田 太郎) （海外のおはなし）

* 933 賢女ひきいる魔法の旅は 
【りか】 (ダイアナ　ウィン　ジョーンズ)
488 鳥のサバイバル 1(ゴムドリco.) 933 月にハミング (マイケル　モーパーゴ)

* 983 まるごとごくり! (シンシア　ジェイムソン)
【こうぎょう】
501 空から宝ものが降ってきた! (伊藤 親臣) 【ほっかいどうの本】
508 地球のくらしの絵本 3(四井 真治) H683 青函連絡船ものがたり (宮脇 俊三)
510 図解絵本工事現場 (モリナガ ヨウ)
527 いえができるまで (砺波 周平) 【えほん】

* 588 父さんはドラゴン・パティシエ (柏葉 幸子) E たまおくんはたまごにいちゃん
596 どきどき!プレゼントスイーツ (Goma)  (あきやま ただし)
596 ようこそ!みんなでパーティ (Goma) * E ひみつのいもうと (アストリッド　リンドグレーン)
596 ルルとララのすてきなパーティブック E あしたがすき (指田 和)

(あんびる やすこ) E ざしきわらしのおとちゃん (飯野 和好)
* E 幼い子は微笑む (長田 弘)

【さんぎょう】 E 映画妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの
650 おいでよ森へ (「おいでよ森へ」プロジェクト) 物語だニャン! 

E ぼくらはうまいもんフライヤーズ
【げいじゅつ】  (岡田 よしたか)
726 勇気の花がひらくとき (梯 久美子) E はるやさいのはるやすみ (林 木林)
780 スポーツ年鑑 2016 * E なかないでなかないで (あまん きみこ)
781 白井健三 (本郷 陽二) * E じてんしゃギルリギルリ (角野 栄子)
783 プロ野球カラー名鑑 2016 E カッパのあいさつ (高畠 那生)
787 怪魚ハンター、世界をゆく (こうやま のりお) * E かくれんぼ (池 貴巳子)
798 たのしいあやとり大図鑑 ひとりであやとり * E おじいちゃんのゆめのしま

(フィグインク)  (ベンジー　デイヴィス)
E ポテトむらのコロッケまつり (竹下 文子)
E ぞうくんのさんぽ (なかの ひろたか)
E 夏のおわり (長谷川 集平)
E たこやきのたこさぶろう (長谷川 義史)
E ココとリトル・ブラック・ドレス

 (アンネマリー　ファン　ハーリンゲン)
* E まーだだよ (間部 香代)
* E いつだってともだち (内田 麟太郎)
* E そっと (瀧村 有子)

E くらべてわけてならべてみよう! 
(国立科学博物館)

E でんしゃがはしる (山本 忠敬)
E とっきゅうでんしゃあつまれ (山本 忠敬)
E 妖怪用心火の用心 (富安 陽子)
E はがぬけたよ (安江 リエ)

* E ガストン (ケリー　ディプッチオ)

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
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