2016.10.13
第２22号

10月13日付で入った新着図書８８冊の分類別
一覧です。
図書の背についている丸いピンク色のシールが
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】
023.0 花森さん、しずこさん、そして暮しの手帖
編集部(小榑 雅章)

【文学】
911.4 シルバー川柳 元気百倍編
(みやぎシルバーネット)

【哲学】
159.6 まじめに生きるって損ですか?(雨宮 まみ)
167
となりのイスラム(内藤 正典)

（読物）
F
I love letter(あさの あつこ)
F
ストロベリーライフ(荻原 浩)
F
ヴァラエティ(奥田 英朗)
F
農ガール、農ライフ(垣谷 美雨)
F
五弁の秋花(梶 よう子)
F
新しい鳥たち(片山 恭一)
F
魂の沃野 上(北方 謙三)
F
魂の沃野 下(北方 謙三)
F
戦国24時(木下 昌輝)
F
明るい夜に出かけて(佐藤 多佳子)
F
ずうのめ人形(澤村 伊智)
F
ぼぎわんが、来る(澤村 伊智)
F
失踪者(下村 敦史)
F
ヒポクラテスの憂鬱(中山 七里)
F
分かれ道ノストラダムス(深緑 野分)
F
陰陽師 玉兎ノ巻(夢枕 獏)
F
わずか一しずくの血(連城 三紀彦)

*
*
*
【歴史】
*
297.9 南極大陸完全旅行ガイド
*
*
【社会科学】
*
304
18歳からの選択(上木原 弘修)
*
367.2 ノンママという生き方(香山 リカ)
*
371.4 ネットいじめの構造と対処・予防(加納 寛子) *
【自然科学】
480.7 その道のプロに聞くふつうじゃない生きもの
の飼いかた(松橋 利光)
480.9 マンガで学ぶ動物倫理(伊勢田 哲治)
481.7 こんなところにいたの?(林 良博)

*
*
*
*
*

（医学・薬学）
493.2 本当は怖い「低血圧」(永田 勝太郎)
（随筆）
493.9 やさしくわかる子どもの起立性調節障害
914.6 渡る老後に鬼はなし(橋田 壽賀子)
(田中 大介) * 914.6 下北沢について(吉本 ばなな)
915.6 旅人の表現術(角幡 唯介)
【技術】
536.7 ロープウエイ探訪(松本 晋一)
（外国文学）
539.0 黙って寝てはいられない(小泉 純一郎)
949.3 ハリネズミの願い(トーン テレヘン)
588.4 日本懐かしジュース大全(清水 りょうこ)
589.7 日本デジタルゲーム産業史(小山 友介)
【地域資料（郷土資料）】
H726.1 ゴールデンカムイ北の大地のウエペケレ
（家政学・生活科学）
H726.1 ゴールデンカムイ 1(野田 サトル)
592.7 ホームセンターマニアがつくるカッコいい
H726.1 ゴールデンカムイ 2(野田 サトル)
インテリア
H726.1 ゴールデンカムイ 3(野田 サトル)
H726.1 ゴールデンカムイ 4(野田 サトル)
【芸術】
H726.1 ゴールデンカムイ 5(野田 サトル)
728.0 字を書く女(酒井 順子)
H726.1 ゴールデンカムイ 6(野田 サトル)
748
在り処(本橋 成一)
H726.1 ゴールデンカムイ 7(野田 サトル)
759
レゴでつくろう世界の名建築(トム アルフィン) H783.7 勝ち過ぎた監督(中村 計)
770.4 芸人最強社会ニッポン(太田 省一)
HR211 北海道史事典(北海道史研究協議会)
780.6 パラリンピックの楽しみ方(藤田 紀昭)
782
三途の川を走って渡ろう(山西 哲郎)
著者が乗り貯めた搬器や駅、土産物売り場などの写真
を詳細なデータとともに掲載。函館山、有珠山、小樽
イスラム教徒は全てテロリストか？３０年以上イスラ
天狗山など北海道のロープウェイも多数掲載。
ム地域を見続けた研究者が、わかりやすくイスラムに
ついて綴る必読書。
松本 晋一著《ロープウェイ探訪》
内藤

正典著《となりのイスラム》

世界の主流となった建築様式をレゴモデルのつくり方と
ともに紹介。コルビュジエからレゴビルダーのオリジナ
ルまで収録。
トム・アルフィン著《レゴでつくろう世界の名建築》

「雪国の高校は甲子園で勝てない」そんな常識を
打ち破り駒大苫小牧を２年連続制覇に導いた香田
監督の栄光と挫折の軌跡。
中村

計著《勝ち過ぎた監督》
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9・10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》
【哲学】
B147
スピリチュアル生活12カ月(江原 啓之)
B147
本当の幸せに出会うスピリチュアル処方箋
(江原 啓之)
148.5
捨てるほど幸運がやってくる!(ユキ シマダ)
157.2
報徳記を読む 第４集(地福 進一)
B159
続・いい言葉は、いい人生をつくる(斎藤 茂太)
B159
「なぜか人に好かれる人」の共通点(斎藤 茂太)
B159
すぐに「好感を持たれる人」の12の習慣
(斎藤 茂太)
B159
いい言葉は、いい人生をつくる(斎藤 茂太)
B183.1 「いいこと」がいっぱい起こる!ブッダの言葉
(植西 聰)
B183.2 般若心経、心の「大そうじ」(名取 芳彦)

（随筆）
B914.6 小さな郵便車(三浦 綾子)
B914.6 あなたへの囁き(三浦 綾子)
B915.6 夢幾夜(三浦 綾子)
【地域資料（郷土資料）】
H291
北海道大人のウォーカー ２００７年７月７日号増刊
H372.1 京極町の教育(京極町教育研究所)
H596.7 ＨＯポケット ２０１６年１０月号増刊 特別編集
H914.6 それでも明日は来る(三浦 綾子)
H914.6 孤独のとなり(三浦 綾子)
H915.6 生かされてある日々(三浦 綾子)
HF
草のうた(三浦 綾子)
HF
嵐吹く時も 上巻(三浦 綾子)
HF
嵐吹く時も 下巻(三浦 綾子)
HF
母(三浦 綾子)

【社会科学】
B361.4 初対面で相手の心をつかむ法(斎藤 茂太)
【医学・薬学】
B493.7 「うつ」がスーッと晴れる本(斎藤 茂太)
498.3 ほんとうの時代Ｌｉｆｅプラス ２０１２年８月号
498.5 妊娠中から授乳中のママのための食事と
栄養お悩み解決ブック(竹内 正人)
B498.3 体を温めて病気にならない生き方(石原 結實)
B498.5 病気にならない漢方生活(薬日本堂)
B498.5 食べるな!危ない添加物(山本 弘人)
【家政学・生活科学】
590
いーすと ＳＰＲＩＮＧ

Ｎｏ.６

【産業】
664.9 鯨物語(田中 省吾)
【芸術】
726.6 星つむぎの歌(覚 和歌子)
B726.1 歴史劇画大宰相 第1巻(さいとう たかを)
B726.1 歴史劇画大宰相 第2巻(さいとう たかを)
B726.1 歴史劇画大宰相 第3巻(さいとう たかを)
B726.1 歴史劇画大宰相 第4巻(さいとう たかを)
B726.1 歴史劇画大宰相 第5巻(さいとう たかを)
B726.1 歴史劇画大宰相 第6巻(さいとう たかを)
B726.1 歴史劇画大宰相 第7巻(さいとう たかを)
B726.1 歴史劇画大宰相 第8巻(さいとう たかを)
B726.1 歴史劇画大宰相 第9巻(さいとう たかを)
B726.1 歴史劇画大宰相 第10巻(さいとう たかを)
767.8 私のいらない(財津 和夫)
【文学】
911.5
金色の翼(なかにし 礼)

《児童書》
【げいじゅつ】
798
3・4年生のなぞなぞ(重金 碩之)
798
小学生探偵コタロウと謎の村(夢現舎)
798
ポケモンをさがせ!ゆうえんちはおおさわぎ
(相原 和典)
【おはなし】
908
齋藤孝のイッキによめる!名作選 小学4年生
(齋藤 孝)
913
933
943
943
943
943
943
943

（読物）
BF
特殊防諜班諜報潜入(今野 敏)
BF
特殊防諜班聖域炎上(今野 敏)
BF
らくだ(佐伯 泰英)
BF
どぶどろ(半村 良)
BF
海嶺 上(三浦 綾子)
BF
海嶺 下(三浦 綾子)
BF
海嶺 中(三浦 綾子)

943
943
943
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ルドルフともだちひとりだち(斉藤 洋)
XX・ホームズの探偵ノート 4
(トレーシー バレット)
動物と話せる少女リリアーネ 2
(タニヤ シュテーブナー)
動物と話せる少女リリアーネ 3
(タニヤ シュテーブナー)
動物と話せる少女リリアーネ 4
(タニヤ シュテーブナー)
動物と話せる少女リリアーネ 5)
(タニヤ シュテーブナー)
動物と話せる少女リリアーネ 6
(タニヤ シュテーブナー)
動物と話せる少女リリアーネ 7
(タニヤ シュテーブナー)
動物と話せる少女リリアーネ 8
(タニヤ シュテーブナー)
動物と話せる少女リリアーネ 9上巻
(タニヤ シュテーブナー)
動物と話せる少女リリアーネ 9下巻
(タニヤ シュテーブナー)

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
【れきし】
210
綾瀬はるか「戦争」を聞く 2
(TBSテレビ『NEWS23』取材班)
288
世界の国旗図鑑(苅安 望)
【りか】
494
転んでも、大丈夫(臼井 二美男)
【こうぎょう】
517
水不足のサバイバル(スウィートファクトリー)
【おはなし】
（日本のおはなし）
913
時間の女神のティータイム(あんびる やすこ)
* 913
ねこまつりのしょうたいじょう(いとう みく)
* 913
マルの背中(岩瀬 成子)
913
おばけのコッチわくわくとこやさん(角野 栄子)
913
ルドルフとイッパイアッテナ(斉藤 洋)
* 913
ギュレギュレ!(斉藤 洋)
913
七十二歳の卒業制作(田村 せい子)
913
おしりたんてい ふめつのせっとうだん(トロル)
913
みさと×ドロップ レシピ1(のまみ ちこ)
（海外のおはなし）
* 933
空飛ぶリスとひねくれ屋のフローラ
(ケイト ディカミロ)
933
アナと雪の女王 [6](エリカ デイビッド)
933
暗号クラブ 7(ペニー ワーナー)
943
くろグミ団は名探偵(ユリアン プレス)

*
*
*

*
*
*
*

【えほん】
E
妖怪ウォッチむかしばなし(レベルファイブ)
E
ソーニャのめんどり(フィービー ウォール)
E
つきよの3びき(たかどの ほうこ)
E
とうだい(斉藤 倫)
E
ぼくたちが越してきた日からそいつはそこにいた
(ローダ レヴィーン)
E
夢にめざめる世界(ロブ ゴンサルヴェス)
E
スタジオジブリの生きものがいっぱい
(スタジオジブリ)
E
ねずみさんのくらべっこ(多田 ヒロシ)
E
これはすいへいせん(谷川 俊太郎)
E
ママのスマホになりたい(のぶみ)
E
どろぼうがないた(杉川 としひろ)
E
まどべにならんだ五つのおもちゃ
(ケビン ヘンクス)
E
きつねみちは、天のみち(あまん きみこ)
E
あーそーぼ(やぎゅう まちこ)
E
わたしはかこちゃん(やまもと さとこ)
【ほっかいどうの本】
H913
りんこのりんご(石田 としこ)
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