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第２23号

10月28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】
023.8
031.5

GHQ焚書図書開封 12(西尾 幹二)
ギネス世界記録 2017(クレイグ グレンディ)

【文学】
909

真夜中の図書館(谷山 浩子)

（読物）
* F
最悪の将軍(朝井 まかて)
10代からの哲学図鑑(マーカス ウィークス)
* F
おんなの城(安部 龍太郎)
10代からの心理学図鑑(マーカス ウィークス)
F
流れ施餓鬼(宇江 敏勝)
* F
蜜蜂と遠雷(恩田 陸)
【歴史】
* F
遠い唇(北村 薫)
210.4
超現代語訳戦国時代(房野 史典)
* F
氷の轍(桜木 紫乃)
220
テュルクを知るための61章(小松 久男)
* F
オライオン飛行(高樹 のぶ子)
290.9 地球の歩き方 D03(北京)
* F
黒い紙(堂場 瞬一)
* F
白衣の噓(長岡 弘樹)
【社会科学】
* F
まことの華姫(畠中 恵)
302.2 台湾を知るための60章(赤松 美和子)
* F
孤篷のひと(葉室 麟)
302.5 コスタリカを知るための60章(国本 伊代)
* F
デトロイト美術館の奇跡(原田 マハ)
361.3
16歳からの交渉力(田村 次朗)
F
失踪.com(原田 ひ香)
369.1
国民の福祉と介護の動向 2016/2017
* F
火災調査官(福田 和代)
(厚生労働統計協会) * F
湖底の城 7巻(宮城谷 昌光)
F
天晴れアヒルバス(山本 幸久)
【医学・薬学】
* F
手のひらの京(みやこ)(綿矢 りさ)
493.7 「認知症」がとまった!?(山本 朋史)
BF
鍵屋甘味処改 4(梨沙)
498.0 国民衛生の動向 2016/2017(厚生労働統計協会)
498.5 体も家もピカピカになる「お米の発酵水」
（ルポルタージュ）
(栗生 隆子)
916
ペコロスのいつか母ちゃんにありがとう
498.5 飲むだけで体が変わる!(日経ヘルス)
(岡野 雄一)
【哲学】
100
140

【技術】
518.8
520.2
543.5

まちづくりの仕事ガイドブック(饗庭 伸)
地方で建築を仕事にする(五十嵐 太郎)
世界が見た福島原発災害 5(大沼 安史)

（家政学・生活科学）
594.9 キャンドル・ワークス(笹本 道子)
596.6 かくれんぼケーキ(下迫 綾美)
596.6 短時間で作れる!焼かないケーキ(森崎 繭香)
【産業】
602.1
616.8
627.8
674.3
【芸術】
709
754.9
759
778.2

日経業界地図 2017年版(日本経済新聞社)
海が運んだジャガイモの歴史(田口 一夫)
ボトルアクアリウム(千田 義洋)
小さなお店のショップイメージグラフィックス

782.3
783.6

世界遺産ガイド 日本編2017改訂版(古田 陽久)
おりがみでハロウィン(日本折紙協会)
かいのどうぶつえん(角田 元)
ハリー・ポッター魔法生物大図鑑
(ジョディ レベンソン)
ハリー・ポッター魔法界名所大図鑑
(ジョディ レベンソン)
ウサイン・ボルト自伝(ウサイン ボルト)
卓球アンソロジー(田辺 武夫)

【言語】
809.4

山根基世の朗読読本(山根 基世)

778.2

（外国文学）
933.6 子ども部屋のアリス(ルイス キャロル)
940.2 グリムへの扉(大野 寿子)
【地域資料（郷土資料）】
H289.1 唐牛伝(佐野 眞一)
【参考図書】
R350.9 世界国勢図会 2016/17(矢野恒太記念会)
R369.4 少子化社会対策白書 平成28年版(内閣府)
R392.1 日本の防衛 平成28年版(防衛省)
R498.5 食育白書 平成28年版(農林水産省)
R501.6 エネルギー白書 2016年版(経済産業省)
R610.5 食料・農業・農村白書参考統計表 平成28年版
(農林水産省)
R689.2 観光白書 平成28年版(国土交通省観光庁)

ポッタリアン必読！ ホグワーツ、魔法省、吸魂鬼、
屋敷しもべ妖精などポッターシリーズに登場する場所
や人物が図鑑に！
ジョディ・レベンソン著
《ハリー・ポッター魔法生物大図鑑》
《ハリー・ポッター魔法界名所大図鑑》

数々の偉業を成し遂げてきた世界最速の男がはじめて
明かす驚きのライフ・ストーリー。
ウサイン・ボルト著《ウサイン・ボルト自伝》
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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】
147.7
147
147
148.5
148.5
148.5
148.5
159
176

《児童書》
【おはなし】
913
じゃんけんのすきな女の子(松岡 享子)

感情地図(キャロル ライトバーガー)
幸せに生きるひとりの法則(江原 啓之)
邪気をはらって幸せをよびこむ浄化の方法
(日下 由紀恵)
おうちで「おきよめ」生活(内川 あ也)
おはらい風水(林 秀靜)
ゲッターズ飯田の金持ち風水&マインド
(ゲッターズ飯田)
女子風水(リベラル社)
幸せにたどりつくための心の法則21(内田 玲子)
自分でできるお祈り生活のススメ(酒井 げんき)

【えほん】
E
ムーミンとはじめての冬(パイヴィ アレニウス)
E
わたし、もうすぐ2ねんせい!(くすのき しげのり)
E
ちびはち(エドワード ギブス)
E
はやくあいたいな(五味 太郎)
E
きみのからだのきたないもの学
(シルビア ブランゼイ)
E
おばけとモモちゃん(松谷 みよ子)
E
はしれ!やきにくん(塚本 やすし)
E
わらしべちょうじゃ(石崎 洋司)
E
がんばれ、なみちゃん!(くすのき しげのり)
E
セロ弾きのゴーシュ(藤城 清治)
E
さるかにがっせん(石崎 洋司)
E
おやおや、おやさい(石津 ちひろ)
E
のりものつみき(よねづ ゆうすけ)
E
おはなだーれ?(よねづ ゆうすけ)

【歴史】
世界遺産の街を歩こう
【医学・薬学】
494.8 図解アトピーを治して妊娠する本(植松 光子)
498.3 顔をみて病気をチェックする本(猪越 恭也)
498.5 食べてやせる魔法のダイエット(伊達 友美)
【家政学・生活科学】
595.6 樫木式カーヴィーダンスで部分やせ!(樫木 裕実)
595.6 樫木式カーヴィーダンスで即やせる!(樫木 裕実)
595
骨盤筋ほぐし(鈴木 サリ)
597.5 家がみるみる片づく本(土田 登志子)
597.9 神さまがやどるお掃除の本(きさいち 登志子)
597.9 風水の神さまをまねくお部屋の本
(きさいち 登志子)
【産業】
645.7
689.2

ねこ(岩合 光昭)
旅行年報 2016

【芸術】
789.0

年報

【文学】
913.2
BF

まんが古事記(ふわ こういちろう)
3分間のボーイ・ミーツ・ガール(井上 堅二)

平成２７年度（Ｖｏｌ．６）

【地域資料（郷土資料）】
H018
標茶町郷土館報告 第２８号(標茶町郷土館)
H281
北国に光を掲げた人々 34(紺谷 充彦)
H291.1 ラポラ ２０１６ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ Ｎｏ．１５０
H510.9 北海道建設業協会百年史
(北海道建設業協会100年史編集委員会)
H510.9 北海道の礎を創り、地域をまもり、未来を創る
(北海道建設業将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ策定ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ)
H510.9 「地域とともに生きる」
(北海道建設業将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ策定ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ)
H723.1 木田金次郎の〈肖像（ポートレート）〉(木田金次郎)
H911.5 新選岩田宏詩集(岩田 宏)
H914.6 ことばはプリズム(小田島 朗)
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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】
210
あんずの木の下で(小手鞠 るい)
289
ルイ・ブライユ(新井 隆広)

【えほん】
E
へんしんおてんき(あきやま ただし)
E
てんこうせいはつばめくん(こんの ひとみ)
E
ピーレットのやさいづくり
【しゃかい】
(ウルリカ ヴィドマーク)
314
話したくなる世界の選挙(コンデックス情報研究所) E
ビリンちゃんのもちがっせん(平田 明子)
369
社会福祉士の一日(WILLこども知育研究所)
E
かわ(加古 里子)
* E
にぎやかなえのぐばこ
【こうぎょう】
(バーブ ローゼンストック)
507
ややっ、ひらめいた!奇想天外発明百科
E
あきいろのころわん(間所 ひさこ)
(マウゴジャタ ミチェルスカ)
E
サリバン先生とヘレン(デボラ ホプキンソン)
E
ねこ・こども(佐々木 マキ)
【げいじゅつ】
E
ひょっこりひとつ(佐々木 マキ)
740
星野道夫(国松 俊英)
E
いもほりくろくま(たかい よしかず)
785
私が今日も、泳ぐ理由(金治 直美)
E
ぼくのきんぎょをやつらがねらう!(武田 美穂)
E
かみなりどん(武田 美穂)
【ことば】
E
となりのイカン(中山 千夏)
810
学校では教えてくれないゆかいな日本語
* E
わたしのそばできいていて(リサ パップ)
(今野 真二)
E
コロッケできました(彦坂 有紀)
E
天女銭湯(ペク ヒナ)
【おはなし】
E
ペネロペのたのしいハロウィン(アン グットマン)
（日本のおはなし）
913
6年1組黒魔女さんが通る!! 01(石崎 洋司)
【ほっかいどうの本】
* 913
王様に恋した魔女(柏葉 幸子)
HE
ひまなこなべ(萱野 茂)
913
もしきみが泣いたら(小林 深雪)
HE
なきうさぎのピッチだいじょうぶ(本田 ちえこ)
913
南総里見八犬伝 3(曲亭 馬琴)
913
真田十勇士(時海 結以)
913
私のスポットライト(林 真理子)
913
翼もつ者(みお ちづる)
913
いい人ランキング(吉野 万理子)
（海外のおはなし）
933
鏡の国のアリス(ルイス キャロル)
933
不思議の国のアリス(ルイス キャロル)
933
ダーウィンと旅して(ジャクリーン ケリー)
933
ペット(澁谷 正子)
943
動物と話せる少女リリアーネ 1
(タニヤ シュテーブナー)
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