
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
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第212号

４月１５日付で入った新着図書５３冊の分類別

一覧です。

図書の背についている丸いオレンジ色のシールが

目印です。



【総記】 【技術】

019.9 マンガでわかるビブリオバトルに挑戦! 543.5 福島原発作業員の記 (池田 実)

 (谷口 忠大)

049 おかんメール 5(『おかんメール』制作委員会) （家政学・生活科学）

590.4 フランス人は10着しか服を持たない 2

【歴史】 (ジェニファー　L.スコット)

210.1 竹島 (池内 敏) 596.0 良(い)いかげんごはん (たかぎ なおこ)

210.3 中世社会のはじまり (五味 文彦) 596.3 愛しの油揚げ (高橋 良枝)

210.7 B面昭和史 (半藤 一利) 596.4 暮らし上手のつながるお弁当 

290.9 世界ダークツーリズム (洋泉社編集部) 596.6 地元パン手帖 (甲斐 みのり)

290.9 地球の歩き方 B21(ブラジル　ベネズエラ)

290.9 地球の歩き方 B09(ラスベガス　セドナ＆ 【産業】

グランドキャニオンと大西部) 611.7 場の力、人の力、農の力。 (茨木 泰貴)

290.9 地球の歩き方 D31(ブータン) 642.5 動物工場 (ダニエル　インホフ)

291.6 京都の歴史を歩く (小林 丈広) 674.3 スマホで成功!売れる商品写真撮影講座 

(久門 易)

【技術】

748 読売報道写真集 2016

780.2 天才を作る親たちのルール (吉井 妙子)

786.1 山岳読図シミュレーションBOOK 

【社会科学】

367.9 にじ色の本棚 (原 ミナ汰) 【地域資料（郷土資料）】

369.2 盲導犬の子犬と暮らした358日 (山口 花) H211 アイヌモシリ・北海道の民衆史 続(杉山 四郎)

369.3 呼び覚まされる霊性の震災学 (東北学院大学 H291.1 北海道新幹線で行こう 

震災の記録プロジェクト金菱清(ゼミナール)) H291.2 東北・北海道大人達の宿 2016

371.5 山村留学 (青木 孝安) H686.2 北海道新幹線パーフェクト・ブック 

377.2 近大はマグロだけじゃない! (西堂 行人) H782 北海道ランニング大会ガイド 2016

388.1 ネットロア (伊藤 龍平) (ランナーズサポート北海道)

【参考図書】

R010.5 日本の図書館 2015

(日本図書館協会図書館調査事業委員会)

R059 読売年鑑 2016年版

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

「ライフヒストリー、小説から社会・歴史書、映画ま

で４６人の執筆者がＬＧＢＴにかかわる本を紹介。 

 

原 ミナ汰・著 《にじ色の本棚》 

”こんなステーキをあなたは食べられますか？”衝撃的

な写真とともにアメリカの工場式畜産の実態と問題点を

明らかにする。 

 

ダニエル・インホフ・編 《動物工場》 

アウシュビッツ、サラエボ、福島などの２０世紀以降

に悲劇の舞台となった地を実際に訪れた執筆者たちが 

”負の遺産”を紹介。 

 

洋泉社編集部・編 《世界ダークツーリズム》 

奇妙な「ハナシ」がインターネット上で増殖していく 

仕組みを、ネット掲示板を中心に明らかにする。 

 

伊藤 龍平・著 《ネットロア》 

”天才”は生まれつきではない。親の接し方がそこへと

導く。トップアスリート12人の両親を取材し才能の伸ば

し方を聞く。 

 

吉井 妙子・著 《天才を作る親たちのルール》 
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【文学】

910.2 石川啄木 (ドナルド　キーン)

（読物）

F 岳飛伝 16(北方 謙三)

F 希望の海 (熊谷 達也)

F 典獄と934人のメロス (坂本 敏夫)

F 献灯使 (多和田 葉子)

F 北条早雲 [3](富樫 倫太郎)

F 教場 2(長岡 弘樹)

F 光の庭 (吉川 トリコ)

BF ファング・オブ・アンダードッグ 3(アサウラ)

BF ファング・オブ・アンダードッグ 4(アサウラ)

BF 君と時計と塔の雨 第2幕(綾崎 隼)

BF 鴨川食堂いつもの (柏井 壽)

BF やすらかに今はねむり給え/道 (林 京子)

BF ルリユール (村山 早紀)

BF 93番目のキミ (山田 悠介)

（随筆）

914.6 いのちをむすぶ (佐藤 初女)

（ルポルタージュ）
916 あの日 (小保方 晴子)
916 ひとりの記憶 (橋口 譲二)

（外国文学）
973 アウシュヴィッツの囚人写真家 

(ルーカ　クリッパ)

304 我総理大臣なりせば(佐竹 忠) H319.1 われらの北方領土 ２０１５年版

H329.2 第３０回　平成２７年度　”北方領土を考える”

F 卒業するわたしたち(加藤 千恵) 高校生弁論大会の記録 (北方領土復帰期成同盟)

BF 会うは盗みの始めなり(赤川 次郎)

BF 凍花(斉木 香津) H596 別ＨＯ  ２０１６年５月号増刊

BF 布石(佐伯 泰英)

BF 仮宅(佐伯 泰英)

BF 決着(佐伯 泰英)

BF 愛憎(佐伯 泰英)

BF 仇討(佐伯 泰英)

BF 今夜もベルが鳴る(乃南 アサ)

BF 鍵(乃南 アサ)

BF 熱帯魚(吉田 修一)

BF 最後の息子(吉田 修一)

BF 春、バーニーズで(吉田 修一)

BF 空ばかり見ていた(吉田 篤弘)

4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。 

パリで学んだ日常の家事を楽しくこなすコツや、心が深く満

たされるエレガントな暮らし方を紹介する人気本「フランス

人は10着しか服を持たない」第２弾。 

 

ジェニファー・Ｌ・スコット・著  

《フランス人は10着しか服を持たない ２》 

スリリングにしてミステリアスなまったく新しい”警

察学校”小説第２弾。 

 

長岡 弘樹・著 《教場 ２》 

ともに食すことは、ともに在ること。 

今年惜しくも亡くなられた著者の最期のメッセージ。 

 

佐藤 初女・著 《いのちをむすぶ》 

膨大な資料をもとに、現代歌人の先駆となった石川啄木

の生涯をたどる渾身の評伝。 

 

ドナルド・キーン・著 《石川啄木》 

一度読んだら止められない佐伯泰英さんの時代小説 

「吉原裏同心」シリーズをたくさんいただきました。 

この機会にぜひ１巻目から読み始めませんか？ 
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