2016.８.26
第２１９号

８月２６日付で入った新着図書９５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。
（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】
007.3 スマホ断食(藤原 智美)
019.5 あやしい絵本(東 雅夫)

【文学】
B911.5 山之口貘詩集(山之口 貘)

【哲学】
148.3 世界で通じる名づけBOOK(栗原 里央子)
【歴史】
280.4 人間晩年図巻 1995-99年(関川 夏央)
290.9 地球の歩き方 B01(アメリカ)
290.9 地球の歩き方 C03
290.9
290.9
290.9
291.6

(サイパン・ロタ＆テニアン)
地球の歩き方 D28(インド)
地球の歩き方 D08(チベット)
地球の歩き方 D09(香港・マカオ・深せん)
ちずたび びわ湖一周自転車BOOK
(輪の国びわ湖推進協議会)

（読物）
* F
アンマーとぼくら(有川 浩)
* F
歌姫メイの秘密(伊藤 たかみ)
F
現世怪談(木原 浩勝)
F
スティグマータ(近藤 史恵)
* F
おおあたり(畠中 恵)
* F
津軽双花(葉室 麟)
* F
私が失敗した理由は(真梨 幸子)
（随筆）
914.6 自然が答えを持っている(大村 智)
914.6 美を尽くして天命を待つ(林 真理子)

【社会科学】
302.2 シンガポールを知るための65章(田村 慶子)
319.8 オバマ広島演説 対訳(オバマ)
369.3 ルポ母子避難(吉田 千亜)

【地域資料（郷土資料）】
H291.1 札幌
H291.2 青森・函館
H382.1 モノから見たアイヌ文化史(関根 達人)
H627.7 北海道のバラ栽培12カ月(鶴田 潤介)
H673.9 美味しい、楽しい、感動があるから、
HF

オバマ米国大統領が５月に被爆地・広島で行った
歴史的スピーチを英文と日本語訳と共に収録。
《オバマ広島演説》

お客様は来てくれる(王 一郎)
眠りなき夜明け(高城 高)

【参考図書】
R451.9 気象年鑑 2016年版(気象業務支援センター)
R519.0 平成28年版 環境白書 循環型社会白書

/生物多様性白書
R652.1 森林・林業白書 平成28年版(林野庁)

「福島第一原発廃炉の現場」の内実を正面から記録
した一冊。マンガや図、関係者らのインタビューを
交えてわかりやすく紹介。
【自然科学】
407
ビーカーくんとそのなかまたち

開沼

(うえたに夫婦)

博著 《福島第一原発廃炉図鑑》

（医学・薬学）
498.3 水の飲みすぎが病気をつくる(石原 結實)
498.3 1杯の水と卵1個で変わる史上最強の

コンディショニング術(庄司 剛)
【技術】
518.1 水の歴史(イアン ミラー)
518.5 やってみませんかダンボールコンポスト
543.5

(有機農産物普及 堆肥化推進協会)
福島第一原発廃炉図鑑(開沼 博)

お待ちかねの「しゃばけ」シリーズ第15弾。
病弱若だんなと妖かしたちは窮地に陥った親友を
救うことができるのか！？

（家政学・生活科学）
591
サヨナラお金の不安(畠中 雅子)
596.0 あたりまえのぜひたく。[2](きくち 正太)
596.4 暮らし上手のホームパーティー
【産業】
694.6 スマホ&タブレットこれで安心!セキュリティ
【芸術】
723.3 もっと知りたいサルバドール・ダリ
726.1

畠中

恵著 《おおあたり》

日本各地で目撃される奇妙で恐ろしい怪異の数々。
「新耳袋」の著者が現地へ足を運び、蒐集した２１
の実話怪談集。
木原 浩勝著 《現世怪談 招かざる客》

(村松 和明)
学べるマンガ100冊(佐渡島 庸平)
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６～８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。

【一般書】
210.0 発掘調査のてびき 各種遺跡調査編(文化庁文化財部記念物課)
911.1 平畑静塔の業績(有馬 朗人)
BF
ヒーローズ<株>!!!(北川 恵海)
BF
L特急たざわ殺人事件(西村 京太郎)
【郷土資料】
H069
小樽市総合博物館紀要 第２９号(小樽市総合博物館)
H211.7 豊浦の歴史あれこれ(岩木 昭直)
H211.7 余市町史 1(余市町史編さん室)
H211.7 余市町史 2(余市町史編さん室)
H229.2 樺太関係資料 図録(竹田 輝雄)
H318
北海道総合計画 マンガ版 ２０１６年度～２０２５年度（平成２８年度～平成３７年度）
H318
北海道総合計画 ２０１６年度～２０２５年度（平成２８年度～平成３７年度）
H369.1 北海道の福祉 ２０１５
H389.0 アイヌの人たちとともに
H389.1 アイヌ民族：歴史と現在 教師用指導書
H389
アイヌ文化財団のあらまし 平成２８年度(アイヌ文化振興・研究推進機構)
H629.4 鳥沼公園をめぐる(富良野市博物館)
H910.8 京極文芸 第１０号 上(京極文芸クラブ)
H910.8 京極文芸 第１０号 下(京極文芸クラブ)
H910.8 京極文芸 第１１号(京極文芸クラブ)
H910.8 京極文芸 第１２号(京極文芸クラブ)
H916
あれが日本の最後の戦争でありますように(編集委員会)
【児童書】
H389
アイヌ民族：歴史と現在 中学生用
H389
アイヌ民族：歴史と現在 小学生用
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（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
【しゃかい】
367
いろいろな性、いろいろな生きかた 1
(渡辺 大輔)
367
いろいろな性、いろいろな生きかた 2
(渡辺 大輔)
367
いろいろな性、いろいろな生きかた 3
(渡辺 大輔)

【えほん】
E
わたしのこねこ(澤口 たまみ)
E
つきよのふたり(井上 洋介)
E
ねずみにぴったりののりもの
(マリー ホール エッツ)
E
ふどうぼう(林家 たい平)
E
ねっけつ!怪談部(林家 彦いち)
E
いちにちこんちゅう(ふくべ あきひろ)
【りか】
E
かっぱ(柳田 国男)
440
天文キャラクター図鑑(渡部 潤一)
E
あかずきんたろう(きよた けいこ)
489
サメと肉食動物たち
E
かえってきたクレヨン
(メアリー ポープ オズボーン)
(オリヴァー ジェファーズ)
E
ようかいえんのかいすいよく(白土 あつこ)
【さんぎょう】
E
おたからパン(真珠 まりこ)
645
ペットの飼い方入門(ペットの専門店コジマ)
E
つちはんみょう(舘野 鴻)
E
父さんたちが生きた日々(岑 龍)
【げいじゅつ】
E
どもるどだっく(高山 なおみ)
785
ジュニアのためのサーフィン最強
E
ひみつのちかしつ(永井 秀幸)
上達バイブル(日本サーフィン連盟) * E
げたにばける(新美 南吉)
【おはなし】
E
あたまのうえのかみさま(のぶみ)
（日本のおはなし）
E
ろじうらの伝説(柳家 喬太郎)
913
おばけ、追いださないでください
E
王子のきつね(柳家 三三)
(あんず ゆき)
E
こうさぎクーとおにんぎょう
913
ルルとララのようこそタルト
(みやにし たつや)
(あんびる やすこ)
E
おばけマンション(鈴木 翼)
913
ふしぎの国のアリス
E
りきしの春(春風亭 昇太)
913
Q→A(草野 たき)
E
ねこざかなのたんじょうび
913
もりモリさまの森(田島 征三)
(わたなべ ゆういち)
913
トキメキ♥図書館 PART10(服部 千春)
913
トキメキ♥図書館 PART11(服部 千春)
913
かいけつゾロリのおいしい金メダル(原 ゆたか)
913
「水辺の楽校」の所くん(本田 有明)
913
3、2、1、ゼロ?(宮下 すずか)
913
貞子VS伽椰子(白石 晃士)
（海外のおはなし）
933
アリス・イン・ワンダーランド～時間の旅～
(カリ サザーランド)
933
カリブの巨大ザメ
(メアリー ポープ オズボーン)
933
アリス・イン・ワンダーランド
(T.T.サザーランド)
933
暗号クラブ 1(ペニー ワーナー)
933
暗号クラブ 2(ペニー ワーナー)
933
暗号クラブ 3(ペニー ワーナー)
933
暗号クラブ 4(ペニー ワーナー)
933
暗号クラブ 4.5(ペニー ワーナー)
933
暗号クラブ 5(ペニー ワーナー)
933
暗号クラブ 6(ペニー ワーナー)
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