
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

2017.1.31
第２28号

1月3１日付で入った新着図書１０３冊の分類別

一覧です。

図書の背についている丸い赤色のシールが

目印です。



【総記】 【地域資料（郷土資料）】
007.6 今すぐ使えるかんたんWindows 10完全 H319.1 証言北方領土交渉(本田 良一)

ガイドブック困った解決&便利技(ﾘﾌﾞﾛﾜｰｸｽ) H726.1 ふしぎの国のバード  3(佐々 大河)
024.8 本の時間を届けます(篠賀 典子) HF 北の蛍火(増本 邦男)
049 おかんメール 6(『おかんメール』制作委員会)

【参考図書】
【歴史】 R290.3 今がわかる時代がわかる世界地図  2017年版

* 231 ギリシア人の物語  2(塩野 七生) (成美堂出版編集部)
233 イギリスの歴史を知るための50章(川成 洋) R291 今がわかる時代がわかる日本地図  2017年版
290.9 地球の歩き方  B05(シアトル＆ポートランド) (成美堂出版編集部)

R403.6 理科年表  第90冊(平成29年)(国立天文台)
【社会科学】
377.2 最後の秘境東京藝大(二宮 敦人)

【技術】
510.2 土木遺産 5

(建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ協会『Consultant』編集部)
547.4 今すぐ使えるかんたんJimdo(リンクアップ)
548.2 Macはじめよう(Macビギナーズ研究会)

（家政学・生活科学）
599.8 ママの心に寄りそう絵本たち(磯崎 園子)

【芸術】 【文学】
709 世界遺産ガイド  文化の道編(古田 陽久) 901.3 このミステリーがすごい! 2017年版
709 世界遺産マップス  2017改訂版(古田 陽久) (『このミステリーがすごい!』編集部)
784.3 WHITE MOUNTAIN  No.2(2017) 910.2 物語の向こうに時代が見える(川本 三郎)

（読物）
* F 花を呑む(あさの あつこ)
* F 銀の猫(朝井 まかて)
* F 狩人の悪夢(有栖川 有栖)
* F 向こうがわの蜂(池永 陽)
* F 東京クルージング(伊集院 静)

F 虹を待つ彼女(逸木 裕)
* F 雪つもりし朝(植松 三十里)
* F 果てしなき追跡(逢坂 剛)
* F 不時着する流星たち(小川 洋子)
* F クラウドガール(金原 ひとみ)
* F テロリストの処方(久坂部 羊)
* F 白い衝動(呉 勝浩)
* F サーベル警視庁(今野 敏)
* F 春に散る  上(沢木 耕太郎)
* F 春に散る  下(沢木 耕太郎)

F 花咲小路三丁目のナイト(小路 幸也)
* F 美しい国への旅(田中 慎弥)
* F 無貌の神(恒川 光太郎)
* F 錯迷(堂場 瞬一)

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

EU離脱を表明し、変革期を迎えたイギリスの波乱万丈

な先史・古代から現代までを解説。この１冊であなた

もイギリス通になれる！？

川成 洋・著

《イギリスの歴史を知るための５０章》

入試倍率は東大の３倍！卒業後は行方不明者多数？

そんな謎に満ちた「東京藝大」に潜入した探検紀。

二宮 敦人・著

《最後の秘境東京藝大》

絵本ナビ編集長がおくる、ママのための絵本ガイド。

クスリと笑える子育てエピソードも盛りだくさん。

磯崎 園子・著

《ママの心に寄りそう絵本たち》

江戸後期、河西祐助と妻・梅は幼子を抱え蝦夷を向かう。

しかし待ち受けていた運命は想像を絶するものだった。

過酷を極めた八王子同心の蝦夷地開拓を題材にした歴史

ロマン。

増本 邦男・著 《北の蛍火》

蜜蜂がいなくなると、世界が滅ぶ？ 現代と昭和四十年代、

二つの世界で蜂を巡る冒険が始まる。

池永 陽・著 《向こうがわの蜂》
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* F 翼がなくても(中山 七里)
* F 本を守ろうとする猫の話(夏川 草介)
* F 墨龍賦(葉室 麟)
* F サロメ(原田 マハ)
* F そういう生き物(春見 朔子)
* F 幻庵  上(百田 尚樹)
* F 幻庵  下(百田 尚樹)
* F 罠に落ちろ(藤田 宜永)
* F カブールの園(宮内 悠介) 159 スマホの5分で人生は変わる(小山 竜央)

F 静かな雨(宮下 奈都)
* F ネコと昼寝(群 ようこ) 338.1 あやしい投資話に乗ってみた(藤原 久敏)
* F サンライズ・サンセット(山本 一力)
* F 私をくいとめて(綿矢 りさ) 494.5 看取り先生の遺言  　

BF 小説ほしのこえ(新海 誠)
BF コンビニたそがれ堂 祝福の庭(村山 早紀) 527.1 センスを磨く間取りのルール(家づくりの会)

（随筆） 591 金遣いの王道(林 望)
914.6 捨てきらなくてもいいじゃない?(岸本 葉子)
914.6 女たちが、なにか、おかしい(三砂 ちづる) 726 月刊モエ（ＭＯＥ）2016年12月号  　

* 914.6 山猫珈琲  下巻(湊 かなえ) 726 月刊モエ（ＭＯＥ）2017年1月号  　
726 月刊モエ（ＭＯＥ）2017年2月号  　

791.0 茶道 全集巻の1
791.0 茶道 全集巻の2
791.0 茶道 全集巻の3
791.0 茶道 全集巻の4
791.0 茶道 全集巻の5
791.0 茶道 全集巻の6
791.0 茶道 全集巻の7
791.0 茶道 全集巻の8
791.0 茶道 全集巻の9
791.0 茶道 全集巻の10
791.0 茶道 全集巻の11
791.0 茶道 全集巻の12
791.0 茶道 全集巻の13
791.0 茶道 全集巻の14
791.0 茶道 全集巻の15
791.0 茶道 全集別巻
791.0 茶道 全集手控帖

BF 大晦り(佐伯 泰英)
BF 声なき蟬 上(佐伯 泰英)
BF 声なき蟬 下(佐伯 泰英)

B914.6 ああ。二十五年(開高 健)

H210.2 北海道の縄文文化
H211.7 京極(北海道京極町)
H291.1 ＪＰ０１(ゼロワン) Vol.13 2016秋
H389.1 アイヌ関連総合研究等助成事業研究報告 

第16号(アイヌ文化振興・研究推進機構)
H916 あれが日本の最後の戦争でありますように

(編集委員会)

E 母さんの羽(都夢)
E 日曜日の小さな大ぼうけん(愛川 美也)
E ちかしつのなかで(横須賀 香)

ポスト・ミニマリズムの立場から「モノを持ちつつ、

小さく暮せる」ほっとできる新しい生活スタイルを提案。

岸本 葉子・著

《捨てきらなくてもいいじゃない？》

19世紀末のロンドンを舞台に時代の寵児オスカー・

ワイルドと夭折の天才画家ビアズリーの愛憎を描く。

原田 マハ・著 《サロメ》

感涙の大ベストセラー「神様のカルテ」の著者が贈る

21世紀版「銀河鉄道の夜」

夏川 草介・著

《本を守ろうとする猫の話》

好きなものは「山」と「猫」と「珈琲」

デビュー10周年を迎えた著者の初めてのエッセイ集。

湊 かなえ・著 《山猫珈琲 下巻》

日本の平和に関わった彼らの「その後」に繋がる、

「この一日」 平成のいま響く二。二六事件。

植松 三十里・著

《雪つもりし朝 二・二六の人々》

11～1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。
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【いきかた】 【えほん】
148 みたい!しりたい!しらべたい!日本の占い・ E オズのまほうつかい(フランク　ボーム)

まじない図鑑  2(中町 泰子) * E ねぎぼうずのあさたろう  その10(飯野 和好)
148 みたい!しりたい!しらべたい!日本の占い・ E ピノキオ(カルロ　コッローディ)

まじない図鑑  3(中町 泰子) * E あかですよあおですよ(かこ さとし)
* E あさですよよるですよ(かこ さとし)

【こうぎょう】 * E おむかえパパ(ナディーヌ　ブランコム)
538 宇宙からのことば(毛利 衛) * E なかないで、アーサー

(エマ　チチェスター　クラーク)
【さんぎょう】 E すなばばば(鈴木 のりたけ)
645 イヌのクイズ図鑑 E ビッグフェイスくん(DAIGO)
645 ネコのクイズ図鑑 * E 塩田の運動会(那須 正幹)

* E しんけんしょうぶ だるまさんがころんだ
【げいじゅつ】 (武田 美穂)
780 チームでつかんだ栄光のメダル  [1](本郷 陽二) E フローレンス・ナイチンゲール(デミ)
786 極寒の雪山を脱出せよ(トレイシー　ターナー) E おしりたんてい ププッおしりたんていが

ふたりいる!?(トロル)
【ことば】 E おいしいふくやさん(のし さやか)
801 使って覚える記号図鑑(白鳥 敬) E モモンガのはいたつやさんとクリスマスの

おとしもの(ふくざわ ゆみこ)
【おはなし】 * E 走れ!!機関車(ブライアン　フロッカ)

* 908 さてさて、きょうのおはなしは…(瀬田 貞二) E カイとカイサのぼうけん(エルサ　ベスコフ)
* E クララ(エミリー　アーノルド　マッカリー)

（日本のおはなし） E まねまねおおかみ(みやにし たつや)
913 ルルとララのアロハ!パンケーキ * E えらいこっちゃのようちえん(かさい まり)

(あんびる やすこ)
* 913 ひいな(いとう みく)
* 913 きょうはやきにく(いとう みく)

913 銀杏堂(橘 春香)
913 トキメキ♥図書館  PART13(服部 千春)
913 かいけつゾロリの王子さまになるほうほう

(原 ゆたか)
* 913 にげたエビフライ(村上 しいこ)

913 5秒後に意外な結末(桃戸 ハル)

（海外のおはなし）
* 933 おしろのばん人とガレスピー

(ベンジャミン　エルキン)
933 少年弁護士セオの事件簿  6(ジョン　グリシャム)
933 オリンポスの神々と7人の英雄  外伝

(リック　リオーダン)
933 暗号クラブ  8(ペニー　ワーナー)
943 くろグミ団は名探偵(ユリアン　プレス)

【ほっかいどうの本】
HE もりのやきゅうちーむふぁいたーず 

つよさのひみつ(北海道日本ﾊﾑﾌｧｲﾀｰｽﾞ選手会)

【しらべる本】
R440 藤井旭の天文年鑑  2017年版(藤井 旭)

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
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