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第231号

３月30日付で入った新着図書130冊の分類別
一覧です。
図書の背についている丸いオレンジ色のシールが
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】
022
「本をつくる」という仕事(稲泉 連)
【哲学】
148.1 島田秀平が3万人の手相を見てわかった!
「強運」の鍛え方(島田 秀平)
152.2 結婚の噓(柴門 ふみ)
159.7 10年後、君に仕事はあるのか?(藤原 和博)
【歴史】
290.9 地球の歩き方リゾートスタイル R19
(ファミリーで行くシンガポール)
290.9 地球の歩き方 A21(マドリッドとアンダルシア
＆鉄道とバスで行く世界遺産)
290.9 地球の歩き方 A25(中欧)
290.9 地球の歩き方 A27(ハンガリー)
290.9 地球の歩き方 A03(ロンドン)
290.9 地球の歩き方 D17(タイ)
292.5 給食のおばさん、ブータンへ行く!
(平澤 さえ子)
293
バルト海を旅する40章(小柏 葉子)
【社会科学】
378
発達障害の子のための「すごい道具」
(安部 博志)
B391.3 失敗の本質(戸部 良一)

【産業】
610
ITと熟練農家の技で稼ぐAI農業(神成 淳司)
675.1 目利きが選んだニッポンの逸品
699.3 キャスターという仕事(国谷 裕子)
【芸術】
726.1 沖縄戦と原爆投下(中沢 啓治)
748
読売報道写真集 2017
料理の腕一本で異国の子どもたちを笑顔にした、
美味しく読める痛快ストーリー。
平澤 さえ子・著
《給食のおばさん、ブータンへ行く！》
自分の言葉で世に問いかけ続けてきたキャスターが、
２３年にわたる挑戦の日々を語る。
国谷

裕子・著

《キャスターという仕事》

【文学】
913.4 日本文学全集 09(池澤 夏樹)

（読物）
* F
SCS 下(五十嵐 貴久)
* F
キトラ・ボックス(池澤 夏樹)
F
福島ノラ牛物語(伊坂 邦雄)
（医学・薬学）
* F
クロカネの道(江上 剛)
492.5 温泉はなぜ体にいいのか(松田 忠徳)
* F
錆びた太陽(恩田 陸)
493.7 不安でたまらない人たちへ
* F
嫁をやめる日(垣谷 美雨)
(ジェフリー M.シュウォーツ) * F
やめるときも、すこやかなるときも(窪 美澄)
498.5 飲むだけ!みるみる若返る!甘酒酵素水
* F
果鋭(黒川 博行)
(南雲 吉則) * F
血(新堂 冬樹)
* F
夜姫(新堂 冬樹)
* F
か「」く「」し「」ご「」と「(住野 よる)
強迫性障害、過食症や依存症などに悩む人のために
* F
さむらい道 上(高橋 義夫)
* F
さむらい道 下(高橋 義夫)
実証された、自分でできる「四段階方式」の行動療
* F
犬の報酬(堂場 瞬一)
法を紹介。
* F
秋山善吉工務店(中山 七里)
* F
血縁(長岡 弘樹)
ジェフリー・M・シュウォーツ・著
F
家と庭(畑野 智美)
《不安でたまらない人たちへ》
* F
我らがパラダイス(林 真理子)
* F
青い服の女(平岩 弓枝)
* F
奈緒と私の楽園(藤田 宜永)
【技術】
* F
出会いなおし(森 絵都)
517.7 ダム大百科(萩原 雅紀)
F
恋シタイヨウ系(雪舟 えま)
517
水システム講義(古米 弘明)
F
吾輩のそれから(芳川 泰久)
543
ソーラー女子は電気代0円で生活してます!
F
先生の夢十夜(芳川 泰久)
(フジイ チカコ)
BF
心霊探偵八雲 ANOTHER FILES亡霊の願い
589.7 ときめく文房具図鑑(山崎 真由子)
(神永 学)
BF
少女キネマ(一 肇)
（家政学・生活科学）
BF
水鏡推理 6(松岡 圭祐)
594.7 はじめてでもファスナーつけがちゃんと
BF
ビブリア古書堂の事件手帖 7(三上 延)
できるバッグとウエアの本(野木 陽子)
596
地元スーパーのおいしいもの、旅をしながら
ひたすら鉄道敷設に人生を捧げた男・井上勝の
見つけてきました。47都道府県!(森井 ユカ)
生涯を描いた著者渾身の長編小説。
599.4 おやすみ、エレン(カール=ヨハン エリーン)
【自然科学】
486
珍奇な昆虫(山口 進)

江上 剛・著

-1-

《クロカネの道》

（随筆）
* 914.6 愛さずにいられない(北村 薫)
914.6 さっぱりと欲ばらず(吉沢 久子)
B914.6 犬とペンギンと私(小川 糸)
B914.6 マウンティング女子の世界(瀧波 ユカリ)

【地域資料（郷土資料）】
H211
武四郎碑に刻まれたアイヌ民族(杉山 四郎)
H291.1 北海道 '18
H291.1 るるぶ函館 '18
H369.2 おしゃべりな足指(小山内 美智子)
H388.1 北海道の怖い話(寺井 広樹)
H645.4 北海道ジンギスカン四方山話(北野 麦酒)
H783.7 不可能を可能にする大谷翔平120の思考
(大谷 翔平)
HF
綾志別町役場妖怪課(青柳 碧人)
HF
碧のみち(赤松 義正)
HF
札沼線の愛と死 新十津川町を行く
(西村 京太郎)

（ルポルタージュ）
916
顔ニモマケズ(水野 敬也)
（外国文学）
B983
白痴 2(ドストエフスキー)

【参考図書】
R519
環境年表 第5冊(平成29-30年)(国立天文台)

1～３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。

【一般図書】
589.3

丸亀うちわ MARUGAME UCHIWA(丸亀市産業振興課)

BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF

鬼平犯科帳 1(池波 正太郎)
鬼平犯科帳 2(池波 正太郎)
鬼平犯科帳 3(池波 正太郎)
鬼平犯科帳 4(池波 正太郎)
鬼平犯科帳 5(池波 正太郎)
鬼平犯科帳 6(池波 正太郎)
鬼平犯科帳 7(池波 正太郎)
旅立ちぬ(佐伯 泰英)

H670.9 商大生のためのビジネス英語101
(小樽商科大学創立100周年記念ビジネス英語PT)
H686.2 鉄道・絶景の旅 DVDコレクション ６
H725
H725
H760
H760
H784.3
H830.7

H019.2 読書感想文ｺﾝｸｰﾙ作品集 第27回 平成28年度
H069
小樽市総合博物館紀要 第30号
(小樽市総合博物館)
H139.3 初期ルカーチ政治思想の形成(西永 亮)
H210
北海道立埋蔵文化財センター
重要遺跡確認調査報告書 第１２集
H211.7 京極 蝦夷富士羊蹄の伏流水 日本一の名水の里
H211.7 ヌプリ 8(きもべつ歴史ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの会編集部)
H211.7 寿都・島牧・黒松内 南後志に生きる
(山本 竜也)
H291.1 探求・発見後志の旅(後志観光連盟)
H291.1 ＢＹＷＡＹ後志 壱七（通巻17号）
(BYWAY後志編集部)
H333.5 美しい水と農の幸せなまち
(第４次京極町総合計画策定事務所)
H333.5 minori 美しい水と農の幸せなまち 2002年9月号
(第4次京極町総合計画策定事務所)
H334.4 北東アジアのコリアン・ディアスポラ(今西 一)
H376.2 南京極小学校
(京極町立南京極小学校閉校記念事業実行委員会)
H377.3 諸君を紳士として遇す(倉田 稔)
H389.8 アイヌ語弁論大会報告書 第２０回
H517.6 水路の記憶 小樽運河１００年(北海道新聞社)
H521.6 帯広双葉幼稚園(栴檀の会)
H560.9 倶知安鉱山５０年の歩み
(日鉄鉱業株式会社北海道鉱業所)

くっちゃん点描 SKETCH BOOK(徳丸 滋)
Chieko's ニセコだより 2007(徳丸 智恵子)
京極町民の歌／京極町音頭(細間 豊美)
後志婦人の歌(松本 達雄)
もうひとつのスキー発祥の地(中川 喜直)
英語リスニング教材開発の理論と実践
(小林 敏彦)
H910.2 多喜二の文学、世界へ(荻野 富士夫)
H910.2 土香る会 会報２号(土香る会)
HF
わが幼少記(針山 和美)
H914.6 折々の記(武井 静夫)
【児童書】
H673
セイコーマートまるわかりガイドブック
(セイコーマート)
H913
キノコが生えた男の子(寮 美千子)
HE
しっぽ沼(多羽田 勝)
【AV（映像資料）】
DH778 オルシペ スウォプ ５
(アイヌ文化振興・研究推進機構)
DH376.2 南京極小学校
(京極町立南京極小学校閉校記念事業実行委員会)
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（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
【ぜんぱん】
007 ローリーとふしぎな国の物語
(カルロス

ブエノ)

【いきかた】
159 どこまでも生きぬいて(水谷 修)

*

【れきし】
209 TIMELINE(ピーター ゴーズ)
289 福島の花さかじいさん(森川 成美)
289 井伊直政(加来 耕三)
289 iPS細胞を発見!山中伸弥物語(上坂 和美)
【りか】
404 ジュニア空想科学読本 2(柳田 理科雄)
490 いのちつぐ「みとりびと」 10(國森 康弘)
【こうぎょう】
596 かわいくつくっちゃおう!
*
かんたんクッキング12か月 3(トモコ=ガルシア) *

【えほん】
E
たまごにいちゃんとたまごねえちゃん
(あきやま ただし)
E
おおきくなあれ(あべ 弘士)
E
ゆうかんな3びきとこわいこわいかいぶつ
(スティーブ アントニー)
E
ラプンツェル(グリム)
E
きんのおの(イソップ)
E
ひとつぼし(菊田 まりこ)
E
かん字のうた(川崎 洋)
E
よだかの星(宮沢 賢治)
E
だめよ、デイビッド!(デイビッド シャノン)
E
だめよ、デイビッド!(デイビッド シャノン)
E
ずるいコウモリ(イソップ)
E
スタジオジブリの食べものがいっぱい
(スタジオジブリ)
E
わたしのせいじゃない
(レイフ クリスチャンソン)
E
ぼくのおじいちゃん(カタリーナ ソブラル)
E
やさいのがっこう ピーマンくんゆめをみる
(なかや みわ)
E
とのさま1ねんせい(長野 ヒデ子)
E
どこかでだれかがねむくなる
(メアリー リン レイ)
E
めくって学べるとけい図鑑(ロージー ホール)
E
1こ2ほん3びき(サイラス ハイスミス)
E
カレー地獄旅行(ひげラク商店)
E
芭蕉さん(松尾 芭蕉)
E
きゅうきゅうばこ(やまだ まこと)
E
にんじゃつばめ丸 はつにんむの巻
(市川 真由美)
E
したじきくんとなかまたち(二宮 由紀子)
E
どんまい!こめごろう(よしなが こうたく)

【げいじゅつ】
*
726 ARTIST to artist
(エリック カール絵本美術館)
754 ディズニーツムツム折り紙あそび
(いしばし なおこ)
771 劇場ってどんなところ?
(フロランス デュカトー) *
780 チームでつかんだ栄光のメダル[4](本郷 陽二)
780 チームでつかんだ栄光のメダル[5](本郷 陽二)
783 プロ野球カラー名鑑 2017
*
【おはなし】
（日本のおはなし）
913 水の森の秘密(岡田 淳)
913 あひるの手紙(朽木 祥)
913 絶叫学級 [18](いしかわ えみ)
*
913 こうえんのおばけずかん(斉藤 洋)
913 僕は上手にしゃべれない(椎野 直弥)
913 逆転裁判 [2](高瀬 美恵)
913 いじめ 勇気の翼(五十嵐 かおる)
913 さくら坂(千葉 朋代)
*
913 オバケとキツネの術くらべ(富安 陽子)
913 都会(まち)のトム&ソーヤ 14下(はやみね かおる)
913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 7(廣嶋 玲子)
913 「悩み部」の平和と、その限界。(麻希 一樹)
913 すきなじかん きらいなじかん(宮下 すずか)
（海外のおはなし）
933 たんけんクラブ シークレット・スリー
(ミルドレッド マイリック)
*
933 メリーメリーおとまりにでかける
(ジョーン G.ロビンソン)
*
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