
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

2017.5.19
第233号

5月19日付で入った新着図書108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。



【哲学】 【産業】
159 宝くじで1億円当たった人の末路(鈴木 信行) 645.6 犬との暮らし大事典(越村 義雄)

B659 猟師の肉は腐らない(小泉 武夫)
【歴史】
289.1 父と私(田中 眞紀子) 【芸術】
B289.1 山人として生きる(志田 忠儀) 726.1 しずくちゃん 28(ぎぼ りつこ)
290.9 地球の歩き方 A20(スペイン) 726.1 出征と疎開そして戦後(藤子・F・不二雄)
290.9 地球の歩き方 A34(クロアチア/スロヴェニア) 726.6 かこさとし
290.9 地球の歩き方 B13(アメリカの国立公園) 746.7 GoPro基本&応用撮影ガイド(ナイスク)
290.9 地球の歩き方 B17 748 earthly flowers,heavenly colors

(ｶﾅﾀﾞ西部ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾛｯｷｰとﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ） (蜷川 実花)
290.9 地球の歩き方 C05(ﾀﾋﾁ ｲｰｽﾀｰ島 ｸｯｸ諸島) 755.5 革で作るショルダーバッグ
290.9 地球の歩き方 D10(台湾) 779.1 文藝芸人
290.9 地球の歩き方 D34(釜山 慶州)
291.3 鎌倉 【言語】
291.6 京都 830 ビッグ・ファット・キャットの世界一
292.2 台湾世界遺産級案内(平野 久美子) 簡単な英語の大百科事典(向山 貴彦)

【社会科学】
336.4 アンガーマネジメント叱り方の教科書

(安藤 俊介)
338 いまさら聞けないビットコインと

ブロックチェーン(大塚 雄介)
345.5 生前贈与の基礎知識(鈴木 和宏)
367.7 老後ぐらい好きにさせてよ(野末 陳平)
368.6 人質の経済学(ロレッタ　ナポリオーニ)
378 もっと知ろう発達障害のともだち 1
378 もっと知ろう発達障害のともだち 2
378 もっと知ろう発達障害のともだち 3

【医学・薬学】 【文学】
493.4 誰にも聞けないウンチの話(押谷 伸英) * 910.2 みみずくは黄昏に飛びたつ(川上 未映子)
493.7 敏感過ぎる自分に困っています(長沼 睦雄)
495.4 卵子の老化に負けない「妊娠体質」に （読物）

変わる栄養セラピー(古賀 文敏) F 花の定め(阿波 新九郎)
498.5 ひとめでわかる100kcalダイエット(後藤 恭子) F ひよっこ 上(岡田 惠和)

F 鮪立の海(熊谷 達也)
【技術】 * F ライオン・ブルー(呉 勝浩)
518.2 生活排水処理改革(『生活排水処理改革 F バルトと蕎麦の花(阪田 寛夫)

持続可能なｲﾝﾌﾗ整備のために』をつくる会) F 図書室のピーナッツ(竹内 真)
523.1 日本木造校舎大全(角皆 尚宏) F ダブルマリッジ(橘 玲)

* F 冬雷(遠田 潤子)
（家政学・生活科学） F おんな城主直虎 2(森下 佳子)
590.4 あした死んでもいい暮らしかた * F 暗手(馳 星周)

(ごんおばちゃま) * F 最愛の子ども(松浦 理英子)
593.5 服を10年買わないって決めてみました

(どい かや) （随筆）
596 『今日も、ごはん作らなきゃ』のため息が * 914.6 赤いゾンビ、青いゾンビ。(川上 弘美)

ふっとぶ本(田内 しょうこ) 914.6 幸せな裏方(藤井 青銅)
597.5 捨てる残す譲る(フランシーヌ　ジェイ)
597 暮らし上手のインテリア （外国文学）
597 賃貸でもここまでできるDIY(番匠 智香子) B949.8 バルコニーの男(マイ　シューヴァル)
597 部屋作り最強バイブル

【地域資料（郷土資料）】
H281.1 風のように旅のように(大野 夏代)
H281.1 札幌人図鑑(福津 京子)
H291.1 札幌・小樽・函館・旭川・富良野
H626.9 はじめての北の家庭菜園(大宮 あゆみ)
H783.7 北海道日本ハムファイターズ流一流の組織

であり続ける3つの原則(白井 一幸)
H911.5 痛みのペンリウク(土橋 芳美)
HF 櫻子さんの足下には死体が埋まっている[11]

(太田 紫織)

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

普通の会社員が下した選択を待ち受ける２３の末路。

みんなと違うけど読み進むほど心が軽くなる。

鈴木 信行・著

《宝くじで１億円当たった人の末路》

日本を代表する絵本作家・かこさとしの人生と

作品歴を一望する総特集。

《かこさとし 子どもと遊び、子どもに学ぶ》

父・田中角栄とともに歩んだ４７年間の濃密な日々

を娘からの視点でユーモアを交えて活写。

田中眞紀子・著 《父と私》
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【一般書】

010.5 全国図書館大会東京大会記録 第102回（2016）(第１０２回全国図書館大会組織委員会)
015 図書館等のためのわかりやすい資料提供ガイドライン

369.4 社会で子どもをはぐくむ  武田信子(ＮＰＯブックスタート)
386.8 Heiva I TAHITI 2013
495.5 ママのための帝王切開の本(竹内 正人)
726 月刊モエ（ＭＯＥ）  ２０１７年３月号
726 月刊モエ（ＭＯＥ）  ２０１７年４月号
726 月刊モエ（ＭＯＥ）  ２０１７年５月号
BF 鬼平犯科帳 8(池波 正太郎)
BF 鬼平犯科帳 9(池波 正太郎)
BF 鬼平犯科帳 10(池波 正太郎)
BF 鬼平犯科帳 11(池波 正太郎)
H015 誰もが利用しやすい図書館をめざして(北海道図書館振興協議会調査研究チーム)
H229.2 樺太四〇年の歴史(原 暉之)
H291.1 ＪＰ 01（ゼロワン）Vol.15 2017 春
H319.1 われらの北方領土 2016年版
H329.2 ”北方領土を考える”高校生弁論大会の記録  第３１回(北方領土復帰期成同盟)
H366.3 北の★女性からのメッセージ  ２０１６年度

H726.1 水がつないだ友達(香村  陽子)
H772.1 アイスルコトニデアオウ(コンカリーニョ)

【児童書】
385 大研究！きずなでつなぐ日本の儀式(野本  トロ)

(図書館等のためのわかりやすい資料提供ガイドライン作成委員会)

(北海道環境生活部くらし安全局道民生活課女性支援室)

4・5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。

京極町出身の漫画家・香村陽子さんの絵による京極町観光

ＰＲ冊子第２弾”水がつないだ友達”ができました。

湧学館資料として所蔵のほか、第１弾”君がくれた宝物”

と併せて無料配布中です。

＊ＪＰ01 Vol.15の”推して！しりべし"に紹介されました。＊
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【ぜんぱん】 【えほん】
021 正しいコピペのすすめ(宮武 久佳) E 雲をつかむはなし(あべ 弘士)

E ゾウの赤ちゃん(さえぐさ ひろこ)
【れきし】 E たんぽぽのおかあさん(こんの ひとみ)
210 子どもニュースいまむかしみらい E チロリものがたり(大木 トオル)

(朝日小学生新聞) E ねこのたくはいびん(奥野 涼子)
289 円周率の謎を追う(鳴海 風) E こまったこぐま こまったこりす(かこ さとし)

E アリとキリギリス([イソップ)
【しゃかい】 * E しろさんとちびねこ(エリシャ　クーパー)
351 日本のすがた 2017(矢野恒太記念会) E いそいでおでかけ(五味 太郎)

E しんごうきピコリ(ザ　キャビンカンパニー)
【りか】 E キツネとぶどう([イソップ)
465 微生物のサバイバル 1(ゴムドリco.) E 雪渡り(宮沢 賢治)
480 どうぶつ園のじゅうい [1](植田 美弥) E さわってたのしむ点字つきえほん 1
480 どうぶつ園のじゅうい [2](植田 美弥) (フラー　スター)
480 どうぶつ園のじゅうい [3](植田 美弥) E さわってたのしむ点字つきえほん 2
491 からだの免疫キャラクター図鑑(岡田 晴恵) (フラー　スター)

E ドームがたり(アーサー　ビナード)
【げいじゅつ】 E ぼくとばく(鈴木 のりたけ)
780 スポーツ年鑑 2017 E わたり鳥(鈴木 まもる)

* E ちっちゃな木のおはなし(ローレン　ロング)
【おはなし】
（日本のおはなし） 【ほっかいどうの本】
913 怪盗レッド 13(秋木 真) H783 栗山魂(栗山 英樹)
913 魔法の庭の宝石のたまご(あんびる やすこ)
913 モアナと伝説の海 【しらべる本】
913 どうぶつがっこうとくべつじゅぎょう R059 朝日ジュニア学習年鑑 2017

(トビイ ルツ)
913 おしりたんてい かいとうVSたんてい(トロル)
913 魔法医トリシアの冒険カルテ 3(南房 秀久)
913 絶望鬼ごっこ [7](針 とら)
913 キミと、いつか。 [2](宮下 恵茉)
913 キミと、いつか。 [3](宮下 恵茉)
913 キミと、いつか。 [4](宮下 恵茉)
913 キャプテン(ちば あきお)

（海外のおはなし）
933 SINGシング(澁谷 正子)

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
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