2016.6.24
第216号

６月２４日付で入った新着図書１０４冊の分類別
一覧です。
図書の背についている丸い青色のシールが
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】
010.2 図書館へ行こう!!
023
デジタルが変える出版と図書館(湯浅 俊彦)
049
街角図鑑(三土 たつお)

【芸術】
721.4 若冲原寸美術館([伊藤 若冲)
724.4 透明水彩レシピ 2(日本透明水彩会)
778.2 下水道映画を探検する(忠田 友幸)

【歴史】
【文学】
210.7 戦後の地層(東京新聞「戦後の地層」取材班)
B911.5 自選大岡信詩集(大岡 信)
290.9 地球の歩き方 A18(スイス)
913.4 謹訳平家物語 3(林 望)
290.9 地球の歩き方 A26
(チェコ・ポーランド・スロヴァキア)
（読物）
290.9 地球の歩き方 D33(マカオ)
F
遠野奇譚(藍沢 羽衣)
291.3 日光・那須
* F
少女奇譚 あたしたちは無敵(朝倉 かすみ)
291.3 横浜・元町・中華街
F
よはひ(いしい しんじ)
291.5 伊勢・志摩 2016
* F
牛姫の嫁入り(大山 淳子)
291.5 信州 2016
* F
総選挙ホテル(桂 望実)
291.6 神戸・姫路 2016
F
イサの氾濫(木村 友祐)
291.6 奈良・大和路 2016
F
自首(小杉 健治)
291.9 福岡・唐津・門司港レトロ
F
防諜捜査(今野 敏)
295.1 ユーコン川を筏で下る(野田 知佑)
F
吸血鬼(佐藤 亜紀)
* F
竜と流木(篠田 節子)
【社会科学】
* F
主夫のトモロー(朱川 湊人)
317
白書の白書 2016年版(木本書店 編集部)
F
ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード
345.1 パナマ文書(渡邉 哲也)
(小路 幸也)
366.2 ローカル仕事図鑑(DECO)
F
小説BOC 1
367.3 それでも母が大好きです(細川 貂々)
F
彩(いろ)は匂へど(田牧 大和)
383.8 謎のアジア納豆(高野 秀行)
F
娘役(中山 可穂)
F
赤い刻印(長岡 弘樹)
【自然科学】
* F
さよならクリームソーダ(額賀 澪)
410.4 数学ガールの秘密ノート(結城 浩)
* F
神奈備(馳 星周)
451.7 蜃気楼のすべて!(日本蜃気楼協議会)
F
暗幕のゲルニカ(原田 マハ)
F
亀と観覧車(樋口 有介)
（医学・薬学）
F
白日の鴉(福澤 徹三)
490.1 これからの死に方(橳島 次郎)
* F
代体(山田 宗樹)
493.1 さあ立ち上がれ男たちよ!(熊本 悦明)
BF
書店ガール 5(碧野 圭)
498.3 歩く、走る!のばせ健康寿命(太田 篤胤)
BF
君と時計と雨の雛 第3幕(綾崎 隼)
498.3 スポーツ吹矢の世界へ、ようこそ!
(中村 一磨呂)
（随筆）
498.5 水の不安をなくす30の知恵(渡辺 雄二)
* 914.6 わたしの容れもの(角田 光代)
* 914.6 老いも病も受け入れよう(瀬戸内 寂聴)
【技術】
519
本当の夜をさがして(ポール ボガード)
【地域資料（郷土資料）】
588.3 田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」(渡邉 格) H291.1 北海道コテージ&キャンプ場ガイド 2016-17
(紺谷 充彦)
（家政学・生活科学）
H291.1 ドライブ北海道ベスト '17
591
その節約はキケンです(風呂内 亜矢)
H291.1 北海道親子で行きたい!ファミリーキャンプ場
594.3 エコアンダリヤで編む夏の帽子とかごバッグ
完全ガイド(カルチャーランド)
ベストセレクション
H291.1 利尻礼文
596
馬路村農協のゆずレシピ(馬路村農業協同組合) H626.9 ステップアップ北の家庭菜園(有村 利治)
596
男子ごはんの本 その8(国分 太一)
597.5 ちょうどいい数をすっきりしまう。
過剰な光に蝕まれた都市の暮らし、夜を失った私たち
の未来を待ち受けているものは…。
【産業】
673.9 ゼロから始める!「民泊ビジネス」の教科書
(川畑 重盛)
ポール・ボガード著 《本当の夜をさがして》
686.2 わが国鉄時代 vol.16

世界中に衝撃を与えた「パナマ文書」の正体から、
今後の世界と日本に与える影響までを完全分析。
渡邉
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哲也著

《パナマ文書》

５・６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。

【哲学】
147
スペイン前世旅行(荒居 砂羅)

【地域資料（郷土資料）】
H291.1 カイ 2016 Winter vol.30
H291.1 ＪＰ 01（ｾﾞﾛﾜﾝ） 特別号
【社会科学】
H291.1 Petit ＪＰ 01（ｾﾞﾛﾜﾝ）洞爺湖有珠山ｼﾞｵﾊﾟｰｸ
B361.4 絶対に「自分の非」を認めない困った人たち
(洞爺湖有珠山ｼﾞｵﾊﾟｰｸ推進協議会)
(斎藤 茂太)
H914.6 あさっての風(三浦 綾子)
HF
函館駅殺人事件(西村 京太郎)
【スポーツ・体育】
HF
オホーツク殺人ルート(西村 京太郎)
784.3 スキー三国志(瓜生 卓造)
HF
札幌着23時25分(西村 京太郎)
784.3 現代スキー全集 第１巻(天野 誠一)
HF
死者はまだ眠れない(西村 京太郎)
784.3 現代スキー全集 第２巻(天野 誠一)
HF
下り特急「富士」(ﾗﾌﾞ・ﾄﾚｲﾝ)殺人事件
784.3 現代スキー全集 第３巻(天野 誠一)
(西村 京太郎)
784.3 現代スキー全集 第４巻(天野 誠一)
HF
北帰行殺人事件(西村 京太郎)
784.3 現代スキー全集 第５巻(天野 誠一)
HF
夜間飛行(ﾑｰﾝﾗｲﾄ)殺人事件(西村 京太郎)
HF
青函特急殺人ルート(西村 京太郎)
【文学】
HF
最果てのブルートレイン(西村 京太郎)
911.3 精神医学と俳句(石川 文之進)
HF
残像(三浦 綾子)
911.3 葉っぱの子(石川 サト子)
HF
細川ガラシャ夫人(三浦 綾子)
B916
中国で会社をつくったら、ひどい目に遭いました HF
裁きの家(三浦 綾子)
(高杉 裕二)
HF
広き迷路(三浦 綾子)
BF
鑑識・米沢の事件簿(ハセベ バクシンオー)
HF
病めるときも(三浦 綾子)
BF
毒笑小説(東野 圭吾)
HF
自我の構図(三浦 綾子)
BF
怪笑小説(東野 圭吾)
HF
果て遠き丘(三浦 綾子)
HF
泥流地帯 〔正〕(三浦 綾子)
HF
帰りこぬ風(三浦 綾子)
HF
石ころのうた(三浦 綾子)
HF
ひつじが丘(三浦 綾子)
HF
天北原野 上(三浦 綾子)
HF
天北原野 下(三浦 綾子)
【ほっかいどうの本】
HE
うさぱらくんとはるなつあきふゆ
(おかもと ちえ)
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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
ざんねんないきもの事典(今泉 忠明)
488
鳥のサバイバル(ゴムドリco.)

*
*
*
*
*
*

【えほん】
E
カワセミとヒバリとヨタカ(あべ 弘士)
E
はちみつ(ふじわら ゆみこ)
* E
ぼくだってトカゲ(内田 麟太郎)
【こうぎょう】
E
いちにちパンダ(大塚 健太)
518
コロッケ先生の情熱!古紙リサイクル授業
E
まよいが(柳田 国男)
(中村 文人)
E
おならしりとり(tupera tupera)
518
新津春子。世界一のおそうじマイスター!
E
うんこしりとり(tupera tupera)
(若月 としこ) * E
やさいのがっこう とまとちゃんのたびだち
(なかや みわ)
【おはなし】
E
やまびと(柳田 国男)
（日本のおはなし）
E
ジュウオウジャーかぞく(のぶみ)
913
てんからどどん(魚住 直子)
E
わたしのじてんしゃ(ますだ みり)
913
おばけやさん 6(おかべ りか)
E
ミッフィーとほくさいさん(菊地 敦己)
913
ズートピア
913
オイレ夫人の深夜画廊(斉藤 洋)
【ほっかいどうの本】
913
びょういんのおばけずかん(斉藤 洋)
H369
ハーネスをはずして(辻 惠子)
913
南総里見八犬伝 1(曲亭 馬琴)
913
ツトムとでんしゃのカミサマ
(にしかわ おさむ)
913
ヤマネコとウミネコ(野中 柊)
913
「悩み部」の焦燥と、その暗躍。(麻希 一樹)
913
理科室の日曜日(村上 しいこ)
913
アンティーク・シオンの小さなきせき
(茂市 久美子)

（海外のおはなし）
* 933
おめでたこぶた その3(アリソン アトリー)
* 933
カルペパー一家のおはなし(マリオン アピントン)
933
夏の魔女(ルース チュウ)
943
くろグミ団は名探偵(ユリアン プレス)
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