
注：図書リストの「＊」印は最新刊です。

（最新刊には小さめのシールがついています。）

　京極町 ”みんなの図書館 ”湧学館

2016.12.16
第２26号

12月16日付で入った新着図書116冊の分類別

一覧です。

図書の背についている丸い青色のシールが

目印です。



【総記】 【文学】
007.6 Windows7/XP/Vistaパソコンをずっと使う （読物）

方法がぜんぶわかる本 * F 「茶の湯」の密室(愛川 晶)
F アレグロ・ラガッツァ(あさの あつこ)

【哲学】 * F 天子蒙塵 第2巻(浅田 次郎)
146.8 知りたい!やってみたい!アニマルセラピー F 朝が来るまでそばにいる(彩瀬 まる)

(川添 敏弘) * F 本バスめぐりん。(大崎 梢)
* F 書楼弔堂 炎昼(京極 夏彦)

【歴史】 F 虚実(うそまこと)妖怪百物語 序(京極 夏彦)
210.7 戦争中の暮しの記録(暮しの手帖編集部) F 虚実(うそまこと)妖怪百物語　破(京極 夏彦)
234 ドイツの歴史を知るための50章(森井 裕一) F 虚実(うそまこと)妖怪百物語　急(京極 夏彦)
236 スペインの歴史を知るための50章(立石 博高) * F 喧嘩(すてごろ)(黒川 博行)
280.4 本当に偉いのか(小谷野 敦) * F GOSICK(桜庭 一樹)
290.9 探検家、40歳の事情(角幡 唯介) * F 沈黙法廷(佐々木 譲)
297.5 イースター島(柳谷 杞一郎) * F 告白の余白(下村 敦史)

F 小説BOC　3(2016年秋)
【社会科学】 * F 私立新宿歌舞伎町学園(新堂 冬樹)
316.4 ISの人質(プク　ダムスゴー) * F 制裁女(新堂 冬樹)
366.4 誰も教えてくれなかった!「確定拠出年金」 * F よるのばけもの(住野 よる)

利回り20%の投資法(横山 光昭) * F 土の記 上(高村 薫)
367.3 そして<彼>は<彼女>になった(細川 貂々) * F 土の記 下(高村 薫)
367.9 LGBTQを知っていますか?(日高 庸晴) * F under the bridge(堂場 瞬一)

* F 社長室の冬(堂場 瞬一)
* F 夜の歌(なかにし 礼)
* F 神仙の告白(仁木 英之)
* F i(西 加奈子)
* F 大雪物語(藤田 宜永)

F 漂う子(丸山 正樹)
* F 草花たちの静かな誓い(宮本 輝)
* F ヤマンタカ(夢枕 獏)

F 坊っちゃんのそれから(芳川 泰久)
* F いまさら翼といわれても(米澤 穂信)

【自然科学】 BF 君と時計と雛の噓　第4幕(綾崎 隼)
402.3 知っていますか?西洋科学者ゆかりの地

IN JAPAN PART1(西條 敏美) （随筆）
402.3 知っていますか?西洋科学者ゆかりの地 914.6 おばさんの金棒(室井 滋)

IN JAPAN PART2(西條 敏美)
410.2 知っていますか?日本数学者ゆかりの地 （外国文学）

(西條 敏美) B933.7 万華鏡(レイ　ブラッドベリ)
410.4 数学ガールの秘密ノート(結城 浩)
442.7 あなたもできるデジカメ天文学(鈴木 文二) 【地域資料（郷土資料）】

H291.1 札幌から行く日帰り温泉218湯(亜璃西社)
【家政学・生活科学】 H783.1 レバンガ北海道公式ファンブック　2016-17
596 常備菜　２(飛田 和緒) HF スマイリング!(土橋 章宏)
599.8 今日から使える読み聞かせテクニック HF しんせかい(山下 澄人)

(景山 聖子)

【産業】
625.2 ききりんご紀行(谷村 志穂)
629.3 ふなばしアンデルセン公園公式ガイドブック

(船橋市公園協会)
《一般書》

【芸術】 157.2 遠州報徳の師父と鈴木藤三郎（地福進一）
726.1 しずくちゃん ２７(ぎぼ りつこ) H289.1 ボーイズ・ビー・アンビシャス第一集
726.1 毎日かあさん １３(西原 理恵子) （地福進一）

H596 別HO2017年1月号増刊
【言語】
810.9 国語に関する世論調査 平成27年度 《児童書》

(文化庁文化部国語課) H316 平成28年度全国中学校人権作文コンテスト
札幌地方大会入賞作品集

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

12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。
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【いきかた】 【えほん】
145 トリックアートサンタクロース(北岡 明佳) E パンダともだちたいそう(いりやま さとし)
148 みたい!しりたい!しらべたい!日本の占い E ウィニー(サリー　M.ウォーカー)

・まじない図鑑１(中町 泰子) E かぜ(イブ　スパング　オルセン)
E おならおばけ(かとう まふみ)

【れきし】 * E ちびのミイ、かいぞくになる?
210 日本の歴史　別巻(山本 博文) (トーベ　ヤンソン)

E おにぎりにんじゃ おこめがはまのけっせん
【しゃかい】 (北村 裕花)
323 憲法と君たち(佐藤 功) E ノラネコぐんだん そらをとぶ(工藤 ノリコ)
345 イラストで学べる税金のしくみ １(大野 一夫) E ぐずりっこフンガくん(国松 エリカ)
345 イラストで学べる税金のしくみ ２(大野 一夫) E 新幹線のたび(コマヤスカン)
345 イラストで学べる税金のしくみ ３(大野 一夫) * E こどものなかま(レイン　スミス)
383 にっぽんのおかず(白央 篤司) E いのちのはな(のぶみ)
383 和服がわかる本(こどもくらぶ) E ぼく、仮面ライダーになる! エグゼイド編

(のぶみ)
【りか】 E サンタパスポート(のぶみ)
450 数かぎりない粒があつまった地球 E ちいさなゆきかきブルドーザープラウくん

(ポール　ロケット) (ローラ　カーラー)
470 世界に10000種もある有毒植物 E ペネロペゆきあそびをする

(ポール　ロケット) (アン　グットマン)
480 いまを生きる180万種以上の動物 E デコトラおとうさん(林 良和)

(ポール　ロケット) E ふたりはバレリーナ
(バーバラ　マクリントック)

【こうぎょう】 E いろがみびりびりぴったんこ(松田 奈那子)
559 ずかん武具(小和田 泰経) * E なつみはなんにでもなれる
596 かわいくつくっちゃおう!かんたん (ヨシタケ シンスケ)

クッキング12か月 ６(トモコ=ガルシア) E ワオコッコ(よしなが こうたく)
* E ゆき、まだかなあ

【さんぎょう】 (マーシャ　ダイアン　アーノルド)
653 3000万種類の昆虫がいる雨林 E かがみのサーカス(わたなべ ちなつ)

(ポール　ロケット)

【げいじゅつ】
769 バレエ物語集(ジェラルディン　マコックラン)

【おはなし】
（日本のおはなし）

* 913 カレー男がやってきた!(赤羽 じゅんこ)
913 ハムスターのすてきなお仕事(あんびる やすこ)
913 死神うどんカフェ1号店　別腹編☆(石川 宏千花)

* 913 チキン!(いとう みく)
* 913 モンスター・ホテルでそっくりさん(柏葉 幸子)

913 ぐるぐるの図書室(工藤 純子)
* 913 びょういんのおばけずかん(斉藤 洋)
* 913 スパゲッティ大さくせん(佐藤 まどか)

913 ぞくぞく村のにじ色ドラゴン(末吉 暁子)
913 ぼくたちのおばけ沼(中村 淳)
913 たったひとつの君との約束(みずの まい)
913 神隠しの教室(山本 悦子)
913 あくまで悪魔のアクマント(山口 理)

（海外のおはなし）
932 ハリー・ポッターと呪いの子(J.K.ローリング)
933 グレッグのダメ日記 いちかばちか、

やるしかないね!(ジェフ　キニー)
933 むかしむかしの魔女(ルース　チュウ)
933 顔のない男(イザベル　ホランド)

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
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