
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

2017.912
第239号

9月12日付で入った新着図書１０６冊の分類別

一覧です。

図書の背についている丸い水色のシールが

目印です。



【総記】 【産業】
007.6 できるキッズ子どもと学ぶScratch 617.6 はっか油で楽しむ暮らしのアイデア

プログラミング入門(竹林 暁) (重松 浩子)
069 ぐるぐる♡博物館(三浦 しをん) 645.7 ネコがおしえるネコの本音(山本 宗伸)

【哲学】 【芸術】
159.7 老いたら、笑顔(斎藤 茂太) 723 怖い絵のひみつ。(中野 京子)
159.7 古希に乾杯!ヨレヨレ人生も、また楽し 724.1 水を描く(日貿出版社)

(弘兼 憲史) 726.1 手塚治虫傑作選「戦争と日本人」(手塚 治虫)

【歴史】 754.9 切り紙でつくる恐竜図鑑(大原 まゆみ)
210.7 もしも魔法が使えたら(星野 光世) B778.7 ジブリアニメで哲学する(小川 仁志)
289.1 父「永六輔」を看取る(永 千絵)
290.8 世界の廃墟・遺跡60(リチャード　ハッパー) 【言語】
290.9 地球の歩き方リゾートスタイル R20 801 街の公共サインを点検する(本田 弘之)

(ダナン ホイアン ホーチミン ハノイ)
290.9 地球の歩き方 B16(カナダ) 【地域資料（郷土資料）】
290.9 地球の歩き方 E07(モロッコ) H291.1 「東西蝦夷山川地理取調圖」を読む(尾崎 功)
291 ブラタモリ 8 H480.7 いただきますの水族館(中村 元)

(横浜 横須賀 会津 会津磐梯山 高尾山) H527 北海道の建築家と家をつくる
H626.1 北海道の菜園向け品種(安達 英人)

【社会科学】 H726.6 手島圭三郎全仕事
317.7 そこが知りたい!日本の警察組織のしくみ (「手島圭三郎全仕事」編集委員会)

(古谷 謙一)
324.8 親子で考えるはじめての民事信託(石川 和司) 【参考図書】
326.2 石つぶて(清武 英利) R367.6 子供・若者白書 平成29年版(内閣府)
335.8 社会的課題に挑戦する若き起業家たち R498.5 食育白書 平成29年版(農林水産省)

(関西中小企業研究所) R610.5 食料・農業・農村白書 平成29年版
367.7 つるとはな 第5号 (農林水産省)
378 アスペルガー症候群家族の上手な暮らし方

入門(西脇 俊二)
378 イマイキテル自閉症兄弟の物語(増田 幸弘)

【自然科学】
443.5 ブラックホールをのぞいてみたら(大須賀 健)
452.9 そうだったのか!驚きの名水のチカラ

(佐々木 健)
453.9 温泉の科学(西川 有司)
484 美しき貝の博物図鑑(池田 等)

（医学・薬学）
498.3 外国人が見つけた長寿ニッポン幸せの秘密

(エクトル　ガルシア)
498.5 その食べ物、偽物です!

(ラリー　オルムステッド)
498.9 死体鑑定医の告白(上野 正彦)

【技術】
517.7 流水型ダム(池田 駿介)
518.1 トコトンやさしい水道管の本(高堂 彰二)
527 新可笑しな家(黒崎 敏)

（家政学・生活科学）
596.3 毎日食べたい混ぜごはん(秋元 薫)

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

ＴＶドラマと本物の違いとは？ 警察官の組織構成や

部署による職務の違いや捜査方法など詳しく解説。

古谷 謙一・監修

《そこが知りたい！日本の警察組織のしくみ》

食をこよなく愛するジャーナリストが肉・魚・チーズ

などの偽装を暴き、本物のすばらしさを説く。

ラリー・オルムステッド・著

《その食べ物、偽物です！》

人生の達人・茂太先生がやさしく解説する、日常生活に

変化を与えてくれるコツや工夫。

齋藤 茂太・著 《老いたら、笑顔》

「機密費」という国家のタブーに挑んだのは、名もなき

４人の刑事だった。。総理官邸や外務省を舞台に起きた

公金詐欺事件を描く。

清武 英利・著 《石つぶて》
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【文学】 （随筆）
912.7 やすらぎの郷 下(倉本 聰) * 914.6 人生の旅をゆく 3(吉本 ばなな)
913.2 ラノベ古事記(小野寺 優)
913.4 平家物語作中人物事典(西沢 正史) （日記）

915.6 悩むなら、旅に出よ。(伊集院 静)
（読物）

* F 末ながく、お幸せに(あさの あつこ)
* F バック・ステージ(芦沢 央)

F パドルの子(虻川 枕)
* F ヒストリア(池上 永一)

F 間取りと妄想(大竹 昭子)
* F 院長選挙(久坂部 羊)
* F ソロ(笹本 稜平)
* F 緑の窓口(下村 敦史)
* F 狐と韃(朱川 湊人)

F さあ、文学で戦争を止めよう(笙野 頼子)
* F 移植医たち(谷村 志穂)
* F 人形たちの白昼夢(千早 茜)
* F ランニング・ワイルド(堂場 瞬一)
* F R帝国(中村 文則)

F 月夜に溺れる(長沢 樹)
* F 100億人のヨリコさん(似鳥 鶏)
* F 国士(楡 周平)
* F 神の涙(馳 星周)

F 八月のイコン(蛍 ヒカル)
* F つぼみ(宮下 奈都)
* F この世の春 上(宮部 みゆき)
* F この世の春 下(宮部 みゆき)

F 青春は燃えるゴミではありません
(村上 しいこ)

F うたうとは小さないのちひろいあげ
(村上 しいこ)

F 空はいまぼくらふたりを中心に(村上 しいこ)
* F 風神雷神 風の章(柳 広司)
* F 風神雷神 雷の章(柳 広司)
* F ほしのこ(山下 澄人)
* F 盤上の向日葵(柚月 裕子)
* F さらさら流る(柚木 麻子)

F T島事件(詠坂 雄二) 【一般書】
BF 書店ガール 6(碧野 圭) 786 体験・遊びナビゲーター 3
BF 100回泣いても変わらないので恋することに (国立青少年教育振興機構)

した。(堀川 アサコ) 902.3 推理作家の家(南川 三治郎)
910.2 平凡パンチの三島由紀夫(椎根 和)
910.2 湊かなえ読本
F 舞田ひとみ14歳、放課後ときどき探偵

(歌野 晶午)
F トッカン(高殿 円)
F 鬼の棲む楽園(中村 啓)
F 弁護士探偵物語(法坂 一広)
BF 鬼平犯科帳 17(池波 正太郎)
BF 鬼平犯科帳 16(池波 正太郎)
BF ロザリアの裁き(霧村 悠康)
BF 軍師は死なず(山田 風太郎)
BF ワーキング・ホリデー(坂木 司)
BF 晴れた日は図書館へいこう [1](緑川 聖司)
B933.7 葡萄園の骨(アーロン　エルキンズ)
B933.7 警視の覚悟(デボラ　クロンビー)
B933.7 ザ・ウーマン(ジャック　ケッチャム)
B933.7 闇に棲む少女(クリストファー　ゴールデン)
B933.7 音もなく少女は(ボストン　テラン)
H291.1 JP 01(ｾﾞﾛﾜﾝ）エリア108 新さっぽろ/厚別区
H291.1 ＢＹＷＡＹ後志 壱八(通巻18号)

(BYWAY後志編集部)
H372.1 京極町の教育(京極町教育研究所)
H389 アイヌ民族：歴史と現在  小学生用
H389 アイヌ民族：歴史と現在  中学生用
H389.1 アイヌ民族：歴史と現在  教師用指導書

７・８月に寄贈頂いた資料です。

こちらも新着図書と併せてご利用下さい。

《その食べ物、偽物です！》

川を渡る船のような家や双子が住む左右対称の家など

13の間取りから広がる、シュールで奇妙な物語集。

大竹 昭子・著 《間取りと妄想》

孤島に渡った６人が全員死体で発見されたが、当人たち

が撮影した克明な録画テープが残っていた。何が起こっ

たかはほぼ明確のはずだった。。。

詠坂 雄二・著 《Ｔ島事件》

10年におよぶ取材を通して両親のかけがえのない愛と

地域や学校の温かな共感に包まれて成長する兄弟の姿

を見つめる。

増田 幸弘・著

《イマイキテル自閉症兄弟の物語》

読んでみたいけど、なかなか手が出せない？古事記を

ラノベ風に記述した本。 今まで読んだことのない人

におすすめな一冊。

小野寺 優・訳著 《ラノベ古事記》
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【しゃかい】 【えほん】
372 ぼくらがつくった学校(ささき あり) * E そらの100かいだてのいえ(いわい としお)

* E ねずみくんといたずらビムくん
【りか】 (なかえ よしを)

474 きのこのふしぎえほん(山本 亜貴子) * E あそぶ!(ジェズ　オールバラ)
481 生き物たちの冬ごし図鑑 動物(今泉 忠明) * E もしきみが月だったら
488 水辺の鳥を観察しよう!(飯村 茂樹) (ローラ　パーディ　サラス)

* E サンカクさん(マック　バーネット)
【こうぎょう】 * E ホッキョクグマと南極のペンギン

510 みんなの命と生活をささえるインフラって (ジーン　ウィリス)
なに? 1(こどもくらぶ) * E うるさいアパート(マック　バーネット)

510 みんなの命と生活をささえるインフラって E 妖怪美術館(広瀬 克也)
なに? 2(こどもくらぶ) * E コアラアラアラやってきて(おおなり 修司)

E ボンネットの下をのぞいてみれば…
【ことば】 (エスター　ポーター)

816 ちびまる子ちゃんの読書感想文教室(貝田 桃子)

【おはなし】
（日本のおはなし）

* 913 涙倉の夢(柏葉 幸子)
913 恋する熱気球(梨屋 アリエ)
913 劇場版ポケットモンスターキミにきめた!

(水稀 しま)
913 キャプテン [2](ちば あきお)
913 キャプテン [3](ちば あきお)

（海外のおはなし）
933 もうひとつのWONDER(R.J.パラシオ)

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
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