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11月29日付で入った新着図書93冊の分類別
一覧です。
図書の背についている丸い黄色のシールが
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】
002.7 ふせんの技100(舘神 龍彦)
019.5 占領下の児童出版物とGHQの検閲(谷 暎子)
B031.8 アレの名前大百科(みうら じゅん)
【哲学】
159
LIFE SHIFT(リンダ

*
*

【文学】
（読物）
F
クランクイン(相場 英雄)
F
闇の平蔵(逢坂 剛)
F
お願い離れて、少しだけ。(越智 月子)
F
四月になれば彼女は(川村 元気)
F
決戦!桶狭間(冲方 丁)
F
私の幽霊(朱川 湊人)
F
幸せのプチ(朱川 湊人)
F
クローバーナイト(辻村 深月)
F
セイレーンの懺悔(中山 七里)
F
うき世櫛(中島 要)
F
比(なら)ぶ者なき(馳 星周)
F
コンテクスト・オブ・ザ・デッド(羽田 圭介)
F
あおなり道場始末(葉室 麟)
F
青が破れる(町屋 良平)
F
サーモン・キャッチャーthe Novel(道尾 秀介)
F
トコとミコ(山口 恵以子)
BF
相棒 season14上(輿水 泰弘)
BF
給食のおにいさん 浪人(遠藤 彩見)
BF
湯を沸かすほどの熱い愛(中野 量太)
BF
ミュージアム(巴 亮介)

*
*
*
【歴史】
*
290.9 地球の歩き方
*
(キューバ＆カリブの島々 ジャマイカ バハマ) *
290.9 地球の歩き方
*
(フィジー サモア トンガ ツバル) *
291.0 ブラタモリ 3(NHK「ブラタモリ」制作班)
*
291.0 ブラタモリ 4(NHK「ブラタモリ」制作班)
*
*
【社会科学】
*
324.7 はじめての相続登記ひとりで手続ガイド
*
(碓井 孝介)
324.8 これでわかる!不動産登記記録の見方・読み方
(齊藤 明)
369.2 これならわかる<スッキリ図解>障害者差別
解消法(二本柳 覚)
369.4 子ども食堂をつくろう!
（随筆）
(豊島子どもWAKUWAKUネットワーク)
914.6 洗礼ダイアリー(文月 悠光)
グラットン)

【医学・薬学】
495.4 乳がんと生きる(毎日新聞生活報道部)
【技術】
526.9 日本のビルベスト100(@関西人)
557.8 漂流(角幡 唯介)
（家政学・生活科学）
594.3 かぎ針で編むあったかふかふか
アニマルざぶとん
594.3 S・M・L・XL KNIT(michiyo)
596.6 りんごのお菓子(若山 曜子)
【産業】
649.0 動物病院を訪れた小さな命が教えてくれたこと
(磯部 芳郎)
654.8 熊!に出会った襲われた(つり人社書籍編集部)
659
私、山の猟師になりました。(三好 かやの)
【芸術】
750
まるごとハロウィン(コダシマ アコ)
B779.9 壇蜜日記 3(壇 蜜)
780.3 パラスポーツルールブック(陶山 哲夫)
786.1 新編山小屋主人の炉端話(工藤 隆雄)

（外国文学）
933.7 ゴールドフィンチ 1(ドナ タート)
933.7 ゴールドフィンチ 2(ドナ タート)
933.7 ゴールドフィンチ 3(ドナ タート)
933.7 ゴールドフィンチ 4(ドナ タート)
B933.7 氷の双子(S.K.トレメイン)
B949.8 熊と踊れ 上(アンデシュ ルースルンド)
B949.8 熊と踊れ 下(アンデシュ ルースルンド)
【地域資料（郷土資料）】
H291.1 Eatrip北海道・おいしい一人旅
(HBC「Eatrip」製作班)
H291.1 じゃらんとお出かけ北海道じゃらん365
H291.1 ママじゃらん北海道 2016-2017秋冬
H291.1 るるぶ冬の北海道 '17
H316.8 北海道が危ない!(砂澤 陣)
H361.4 北海道民あるある(荒井 宏明)
H602.1 矢島さとしのまるごと北海道みやげの歴史
(矢島 睿)
H726.1 ゴールデンカムイ 8(野田 サトル)
HF
かまさん(門井 慶喜)

11月に頂いた寄贈図書です。
こちらも新着図書と併せてご利用下さい。

BF
君の名は。（新海 誠）
599
赤ちゃんもママもしあわせ♥ベビーマッサージ
H611.9 京極町４Ｈクラブ創立６０周年記念誌
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（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
【いきかた】
159
13歳までにやっておくべき50の冒険
(ピエルドメニコ バッカラリオ)

【紙しばい】
C
曾根崎心中(近松 門左衛門)

【えほん】
E
パンダなりきりたいそう(いりやま さとし)
E
でてくるでてくる(岩田 明子)
E
100円たんけん(中川 ひろたか)
E
人形の家にすんでいたネズミ一家のおはなし
(マイケル ボンド)
【げいじゅつ】
E
まあちゃんのすてきなエプロン
783
強くなりたいきみへ!(エディー ジョーンズ)
(たかどの ほうこ)
* E
たまたまタヌキ(内田 麟太郎)
【おはなし】
E
フランドン農学校の豚(宮沢 賢治)
（日本のおはなし）
* E
わすれんぼうのサンタクロース
913
X-01 1(あさの あつこ)
(中川 ひろたか)
913
森の石と空飛ぶ船(岡田 淳)
E
スコットくんとポワロくん(フィリケえつこ)
ちいさなプリンセスソフィア ひみつのとしょしつ * E
913
サンタクロースの11かげつ(マイク リース)
913
絶叫学級 [17](いしかわ えみ)
913
透明犬メイ(辻 貴司)
913
ぼくたちのリアル(戸森 しるこ)
913
IQ探偵ムー 赤涙島の秘密(深沢 美潮)
913
じてんしゃのほねやすみ(村上 しいこ)
913
図書室の日曜日(村上 しいこ)
913
オレさすらいの転校生(吉野 万理子)
【こうぎょう】
595
ヘアデザイナー(スタジオ248)
596
かわいくつくっちゃおう!かんたん
クッキング12か月 5(トモコ=ガルシア) *

*

*
*
*

（海外のおはなし）
933
コールド・ショルダー通りのなぞ
(ジョーン エイキン)
933
バタシー城の悪者たち(ジョーン エイキン)
933
ナンタケットの夜鳥(ジョーン エイキン)
933
ふしぎな八つのおとぎばなし
(ジョーン エイキン)
933
ねらわれた王座(ジェニファー A.ニールセン)
949
ミスターオレンジ(トゥルース マティ)
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秀介)
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