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9月28日付で入った新着図書１１８冊の分類別
一覧です。
図書の背についている丸い水色のシールが
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。）
【哲学】
B147
「超」怖い話丙(松村 進吉)
159.7 歳をとるのは面白い(『PHP』編集部)

【文学】
B911.5 空が青いから白をえらんだのです(寮 美千子)

（読物）
* F
励み場(青山 文平)
F
マザーズ(吉田 紀子)
* F
何様(朝井 リョウ)
* F
江戸を造った男(伊東 潤)
F
ビビビ・ビ・バップ(奥泉 光)
* F
光炎の人 上(木内 昇)
* F
光炎の人 下(木内 昇)
* F
反社会品(久坂部 羊)
F
去就(今野 敏)
【社会科学】
F
罪の声(塩田 武士)
312.3 ゴルバチョフに会いに行く(亀山 郁夫)
* F
望み(雫井 脩介)
B361.4 関西人の正体(井上 章一)
* F
スローバラード(小路 幸也)
369.3 日本水没(河田 惠昭)
F
小説家の姉と(小路 幸也)
F
小説BOC 2(2016年夏)
【自然科学】
* F
夜に啼く鳥は(千早 茜)
463.6 アクアポリン革命!(北川 良親)
F
渚にて(東北怪談同盟)
F
ギケイキ(町田 康)
（医学・薬学）
* F
料理通異聞(松井 今朝子)
498.3 体内の過剰な水分が恐ろしい病気を
F
図書館ホスピタル(三萩 せんや)
招いている(笠井 良純) * F
みかづき(森 絵都)
498.3 からだを救う水の飲み方、選び方(馬渕 知子)
BF
柳に風(佐伯 泰英)
BF
光る壁画(吉村 昭)
【家政学・生活科学】
596
暮らし上手のハーブとスパイス
（随筆）
914.6 大人の流儀 ６(伊集院 静)
【芸術】
914.6 週末介護(岸本 葉子)
726.1 手塚治虫「日本文化」傑作選(手塚 治虫)
914.6 老嬢物語(高楼 方子)
726.6 ねないこはわたし(せな けいこ)
914.6 彼女の家出(平松 洋子)
784.6 蒼い炎 ２(羽生 結弦)
（ルポルタージュ）
【地域資料（郷土資料）】
916
親の介護、はじまりました。 上(堀田 あきお)
H291.1 東川町ものがたり
916
親の介護、はじまりました。 下(堀田 あきお)
(写真文化首都「写真の町」東川町)
H291.1 北海道夏山ガイド ５(長谷川 哲)
（外国文学）
H291.1 北海道夏山ガイド ６(長谷川 哲)
B933.7 ジョイランド(スティーヴン キング)
H583.7 100年に一人の椅子職人(川嶋 康男)
B943.6 水の精(ウンディーネ)(フケー)
H790
永遠なれ!レトロスペース・坂会館(北野 麦酒)
B949.5 緑衣の女(アーナルデュル インドリダソン)
H914.6 人生という夢(小檜山 博)
963
アウシュヴィッツの図書係
H914.6 陽を翔るトラクター(時田 則雄)
(アントニオ G.イトゥルベ)
H914.6 三浦綾子366のことば(三浦 綾子)
HF
羆(吉村 昭)
HF
海馬(トド)(吉村 昭)
【歴史】
210.7 プロパガンダ・ポスターにみる日本の戦争
(田島 奈都子)
290.9 地球の歩き方 D29
(ネパールとヒマラヤトレッキング)
291.0 地名でわかる水害大国・日本(楠原 佑介)
291.0 ブラタモリ １(NHK「ブラタモリ」制作班)
291.0 ブラタモリ ２(NHK「ブラタモリ」制作班)

【参考図書】
R367.6 子供・若者白書 平成28年版(内閣府)
R369.2 高齢社会白書 平成28年版(内閣府)
R369.3 防災白書 平成28年版(内閣府)
R369.4 子ども白書 2016(日本子どもを守る会)
R373.1 文部科学白書 平成27年版(文部科学省)
R517.0 水循環白書 平成28年版
(内閣官房水循環政策本部事務局)
R610.5 食料・農業・農村白書 平成28年版(農林水産省)
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（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
【れきし】
【えほん】
209
のび太と行く世界歴史探検 1
* E
きょうはそらにまるいつき(荒井 良二)
(藤子・F・不二雄)
E
チャレンジミッケ!のひみつ
289
さかなクンの一魚一会(さかなクン)
(ウォルター ウィック)
E
おもちのかいすいよく(苅田 澄子)
【しゃかい】
E
ぼくはかわです(植田 真)
307
まちのしくみ(モクタン アンジェロ)
* E
おばあちゃんのあかいマント
319
これから戦場に向かいます(山本 美香)
(ローレン カスティーヨ)
375
調べ学習ナビ 新聞編(山本 紫苑)
E
ガムのようせい(笑い飯)
375
ジンブン系自由研究アイディア51(福井 直秀) * E
おつきみ(あまん きみこ)
378
ルイ・ブライユと点字をつくった人びと
E
恐竜トリケラトプスとそこなしのぬま
(高橋 昌巳)
(黒川 みつひろ)
E
ど(いざわ かつあき)
【こうぎょう】
E
すすめ!うみのきゅうじょたい(竹下 文子)
500
どうなっているの?だんめん図鑑(断面マン)
E
うみ(たかい よしかず)
507
発明対決 8(ゴムドリco.)
E
泣いた赤おに(浜田 広介)
E
ディズニー/ピクサーの
【げいじゅつ】
ベッドタイムストーリー(田中 奈津子)
754
ダンボールで作るわくわくコロコロ装置
* E
どんぐりむらのだいくさん(なかや みわ)
(コロコロ研究所)
E
さわれるまなべるきょうりゅうたち(ニニー)
786
灼熱の砂漠を脱出せよ
E
ママがおばけになっちゃった!(のぶみ)
(トレイシー ターナー)
E
さよならママがおばけになっちゃった!
786
ジャングルから脱出せよ
(のぶみ)
(トレイシー ターナー)
E
ぼくのにいちゃんすごいやろ!
798
あそぼう、ヨーヨー(JYYA)
(くすのき しげのり)
* E
プーさんとであった日(リンジー マティック)
【おはなし】
E
マララの物語(レベッカ L.ジョージ)
（日本のおはなし）
E
のびのびおおかみ(みやにし たつや)
913
坂の上の図書館(池田 ゆみる)
E
ふしぎなカサやさん(みやにし たつや)
913
ファインディング・ドリー
E
あらかわ・すみだがわ(村松 昭)
913
ファインディング・ニモ
E
あれたべたい(枡野 浩一)
* 913
いえのおばけずかん おばけテレビ(斉藤 洋)
913
アリスのうさぎ(斉藤 洋)
【ほっかいどうの本】
913
ぼくらの魔女戦記 3(宗田 理)
HE
はしる!新幹線「はやぶさ」(鎌田 歩)
913
南総里見八犬伝 2(曲亭 馬琴)
913
絶望鬼ごっこ [5](針 とら)
913
「悩み部」の成長と、その緊張。(麻希 一樹)
（海外のおはなし）
933
ウォーリアーズ 4-2(エリン ハンター)
* 933
ブーツをはいたキティのおはなし
(ビアトリクス ポター)
933
裏庭探偵クラブ 1(M.G.レナード)
949
のんびり村は大さわぎ!
(アンナレーナ ヘードマン)
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