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12月1日付で入った新着図書９４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】
019.9 本を読むのが苦手な僕はこんなふうに本を
読んできた(横尾 忠則)

【産業】
610.4 蘇れ!日本の農業(冨田 健太郎)
626.9 人気ブロガー・横着じいさんのかんたん
水耕栽培決定版!(伊藤 龍三)

【哲学】
159.7 そっと無理して、生きてみる(高橋 幸枝)

【芸術・スポーツ】
709.1 日本人なら、一度は見ておきたい国宝

【歴史】
210
元号(山本 博文)
B289.1 西郷隆盛101の謎(幕末維新を愛する会)
290.9 地球の歩き方 B14(ﾀﾞﾗｽ・ﾋｭｰｽﾄﾝ･ﾃﾞﾝﾊﾞｰ・
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｻｰｸﾙ・ﾌｪﾆｯｸｽ・ｻﾝﾀﾌｪ)
290.9 地球の歩き方 B22(ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ・ﾁﾘ・ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ
・ｳﾙｸﾞｱｲ) *
【社会科学】
*
302.3 ベラルーシを知るための50章(服部 倫卓)
336.2 5時に帰るドイツ人、5時から頑張る日本人
*
(熊谷 徹)
361.4 モラルハラスメント あなたを縛る見えない鎖 *
(リサ アロンソン フォンテス) *
367.7 歳のことなど忘れなさい。(加藤 恭子)
*
367.9 誰も教えてくれない大人の性の作法(メソッド)
(坂爪 真吾)
368.6 凶獣(石原 慎太郎)
*
392.1 小学生でもわかる国を守るお仕事そもそも事典*
(佐藤 正久) *
*
【自然科学】
404
美しい科学の世界(伊知地 国夫)
*
452.9 陸水環境化学(藤永 薫)
*
481.1 似ている動物「見分け方」事典(木村 悦子)
481.1 たいへんな生きもの(マット サイモン)
*
*
【技術】
*
507.2 特許を取ろう!(宮保 憲治)
517.2 ダムによらない治水は可能だ
(最上小国川の清流を守る会) *
528.2 薪ストーブの本 Vol.14(2017)
*
548.3 闘え!高専ロボコン(萱原 正嗣)
559.5 最新ミサイルがよ～くわかる本(井上 孝司)
（医学・薬学）
590
とにかく書き出し解決術!(うだ ひろえ)
592.7 簡単!住まいのDIYマニュアル タイル張り
<玄関・リビング・キッチン・テーブル>
594.3 いちばんやさしいゆび編みの小もの
594.3 しずく堂の編みもの時間(しずく堂)
596.3 ひとつの野菜で作る常備菜(庄司 いずみ)
596.6 はじめての糖質オフスイーツ(ともだ かずこ)
596.6 冷蔵庫で作りおきパン切りっぱなしでカンタン
(吉永 麻衣子)
599.3 はじめてのおいしい離乳食(山口 真弓)

【文学】
（詩歌）
911.5 あなたとわたしのドキュメンタリー(成宮 アイコ)
（読物）
F
はやく老人になりたいと彼女はいう(伊藤 たかみ)
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

彼方の友へ(伊吹 有喜)
肉弾(河崎 秋子)
ヴェネツィア便り(北村 薫)
青空に飛ぶ(鴻上 尚史)
銀杏手ならい(西條 奈加)
ねこ町駅前商店街日々便り(柴田 よしき)
痴漢冤罪(新堂 冬樹)
みさと町立図書館分館(高森 美由紀)
オブリヴィオン(遠田 潤子)
さくら、うるわし(長野 まゆみ)
デッド・オア・アライブ(楡 周平)
大獄(葉室 麟)
ランチ酒(原田 ひ香)
アナログ(ビートたけし)
ドレス(藤野 可織)
ノーマンズランド(誉田 哲也)
宮辻薬東宮(宮部 みゆき)
呉漢 上(宮城谷 昌光)
呉漢 下(宮城谷 昌光)
おらおらでひとりいぐも(若竹 千佐子)

（随筆）
914.6 物語と歩いてきた道(上橋 菜穂子)
914.6 月夜の散歩(角田 光代)
914.6 田舎暮らしと哲学(木原 武一)
914.6 こぽこぽ、珈琲(阿川 佐和子)
914.6 夫の後始末(曽野 綾子)
* 914.6 かるい生活(群 ようこ)
914.6 100歳の生きじたく(吉沢 久子)
（ルポルタージュ）
916
笑顔のママと僕と息子の973日間(清水 健)
916
生きづらいと思ったら親子で発達障害でした
入園編(モンズースー)
【紙芝居（大人向け）】
C
待ちぼうけ(北川 鎭)
【地域資料（郷土資料）】
H289.1 松浦武四郎北の大地に立つ(合田 一道)
H488.9 なんでそうなの札幌のカラス(中村 眞樹子)
H686.2 JR北海道の危機(佐藤 信之)

-2-

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
【ぜんぱん】
031
あたまがよくなる!寝る前なぞなぞ366日
(篠原 菊紀) *
*
【れきし】
210
わくわく!探検れきはく日本の歴史 3
*
(国立歴史民俗博物館)
【しゃかい】
371
いじめ 心の中がのぞけたら 2(本山 理咲)
371
いじめ 心の中がのぞけたら 3(本山 理咲)

（海外のおはなし）
933
ディズニーマジックキャッスル(うえくら えり)
* 933
図書館にいたユニコーン(マイケル モーパーゴ)

【りか】
489
ツシマヤマネコ飼育員物語(キム ファン)
*
【こうぎょう】
* 538
パイロットのたまご(吉野 万理子)

*

【さんぎょう】
*
645
ねだんのつかない子犬 きららのいのち
*
(今西 乃子)
【げいじゅつ・スポーツ】
709
こども国宝びっくりずかん(とに～)
721
葛飾北斎(ちさか あや)

【おはなし】
（日本のおはなし）
913
ねこの町のダリオ写真館(小手鞠 るい)
913
ツトムとネコのひのようじん(にしかわ おさむ)
913
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 8(廣嶋 玲子)
913
四重奏(カルテット)デイズ(横田 明子)

*

【えほん】
E
ふりかけヘリコプター(石崎 なおこ)
E
パンダおやこたいそう(いりやま さとし)
E
ちびのミイとおかしなこづつみ
(トーベ ヤンソン)
E
いそげ!きゅうきゅうしゃ(竹下 文子)
E
ごはんはおいしい(ぱく きょんみ)
E
どうぶつマンションにようこそ(二宮 由紀子)
E
じょやのかね(とうごう なりさ)
E
アントンせんせいあかちゃんです(西村 敏雄)
E
クリスマス・キャロル
(チャールズ ディケンズ)
E
貝の火(宮沢 賢治)
E
ひとりでえほんかいました(くすのき しげのり)
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