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5月25日付で入った新着図書101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。）

017.4
019.5
019.5
019.9
021.2

【総記】
学校図書館はカラフルな学びの場
（松田 ユリ子）
できる子に育つ魔法の読みきかせ
（ジム トレリース）
読み聞かせは魔法!（吉田 新一郎）
ビブリオクイズ（笹倉 剛）
写真好きのための法律&マナー
（吉川 明子）

【哲学】
130.4 自分の頭で考えたい人のための
15分間哲学教室（アン ルーニー）
146.8 ついつい抱え込んでしまう人がもう
無理！と思ったら読む本（根本 裕幸）
159 かみさま試験の法則（のぶみ）

490.1
493.9
493.9
493.9
494.5
498.5

【技術】
527.1 「時間が足りない!」を解決する家
家事がはかどる
537 トコトンやさしい自動運転の本
（クライソン トロンナムチャイ）
572.1 トコトンやさしい燃料電池の本
（森田 敬愛）
588.3 ふるさとの駄菓子

【歴史】
210.1 中学校の歴史が1冊でしっかり
わかる本（重野 陽二郎）
【社会科学】
324.6 マンガでわかる成年後見制度
（中山 二基子）
336.5 事務ミスがない人の図解整理術
（オダギリ 展子）
365.3 最新失敗しない!後悔しない!マイ
ホームの建て方・買い方（小野 信一）
367.5 男性は何をどう悩むのか（濱田 智崇）
367.7 定年が楽しみになる!オヤジの
地域デビュー（清水 孝幸）
385.9 世界中に愛される日本の
おもてなし（安達 和子）
388 世界の水の民話
（日本民話の会外国民話研究会）
【自然科学】
420.4 面白くて眠れなくなる物理パズル
（左巻 健男）
452.9 水風景2015-2017（小林 聖太郎）
457.8 楽しい日本の恐竜案内
458 自分で探せる美しい石図鑑&
採集ガイド（円城寺 守）
480.4 図解身近にあふれる「生き物」が
3時間でわかる本（左巻 健男）
488 身近な鳥のすごい事典（細川 博昭）

（医学・薬学）
臨終の謎（志賀 貢）
子どもに効く栄養学（中村 丁次）
18トリソミーの子どもたち（Team 18）
小児科医ママの「育児の不安」
解決BOOK（森戸 やすみ）
あのひとががんになったら
（桜井 なおみ）
日本の食材図鑑（レジア）

591
594.3
596
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（家政学・生活科学）
荻原博子のグレート老後（荻原 博子）
ズパゲッティで編むバッグとかご
白飯最高おかず（堤 人美）
つくおきのじみべん（nozomi）
ラクラク作れて、男子も女子も喜ぶ!
中高生の大満足弁当300（上島 亜紀）
世界のかわいいお菓子
（パイインターナショナル）
お母さんだけが頑張らない
ラクちん片づけ（小宮 真理）
産婦人科医ママの妊娠・出産
パーフェクトBOOK（宋 美玄）

【産業】
627.8 栽培のコツがわかるベランダ
ガーデニング（NHK出版）
627.8 四季を楽しむミニ盆栽（橋口 リカ）
645.6 犬房女子（藤崎 童士）
659 狩猟生活VOL.2(2017)

【芸術・スポーツ】
723.0 心に響く印象派画家の言葉46
（Moderna Classica）
779.1 ゼロから分かる!図解落語入門
（稲田 和浩）
779.9 人生はおもしろがった人の勝ち
（萩本 欽一）
784.6 羽生結弦 平昌オリンピック
金メダルの全記録
【言語】
810.4 いつも日本語で悩んでいます
（朝日新聞校閲センター）
【文学】
911.4 シルバー川柳宴たけなわ編
（みやぎシルバーネット）
（随筆）
914.6 酒の渚（さだ まさし）
914.6 セキララ人生相談（石田 衣良）
914.6 最後まで、あるがまま行く
（日野原 重明）
916 小保方晴子日記（小保方 晴子）
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（読物）
日の出（佐川 光晴）
三成最後の賭け（矢的 竜）
トッカン（高殿 円）
紅のアンデッド（川瀬 七緒）
バルス（楡 周平）
傍流の記者（本城 雅人）
つながりの蔵（椰月 美智子）
砂の家（堂場 瞬一）
あの夏、二人のルカ（誉田 哲也）
あやかし草紙（宮部 みゆき）
黙過（下村 敦史）
消えた断章（深木 章子）
私小説（市川 拓司）
雪割草（横溝 正史）
【地域資料（郷土資料）】
札幌発!うちらのオーケストラ
（池野 浩史）

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）

150

【いきかた】
どう解く?（やまざき ひろし）
913
913

210
210
289
289

【れきし】
交響曲「第九」歓びよ未来へ!
（くすのき しげのり）
わくわく!探検れきはく日本の歴史5
（国立歴史民俗博物館）
伊達政宗（高枝 景水）
レントゲン（フカキ ショウコ）

933
933
* 933
953

337
388
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440
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【しゃかい】
いくらかな?社会がみえる
ねだんのはなし6（藤田 千枝）
ゲゲゲの鬼太郎妖怪ファイル
（水木 しげる）

【りか】
はかってみよう長さ・重さ・時間3
（新間 竹彦）
宇宙図鑑（藤井 旭）
かび・きのこ（白水 貴）
シートン動物記上巻（シートン）
シートン動物記下巻（シートン）

588

【こうぎょう】
ユニバーサルデザインUDが
ほんとうにわかる本3（小石 新八）
こうじ菌（北垣 浩志）

786

【げいじゅつ】
ジャングルのサバイバル8（洪 在徹）

501
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【おはなし】
（日本のおはなし）
キミと、いつか。[7]（宮下 恵茉）
その景色をさがして（中山 聖子）

（海外のおはなし）
アナと雪の女王/家族の思い出
暗号クラブ12（ペニー ワーナー）
弱小FCのきせき
（マイケル モーパーゴ）
レ・ミゼラブル（V.ユゴー）

【えほん】
おうち（中川 ひろたか）
あのくもなあに?（富安 陽子）
ようかいしりとり（おくはら ゆめ）
あかちゃんごたどりえほん
ぶっぶーがおー（かしわら あきお）
やさしいたんぽぽ（安房 直子）
恐竜トリケラトプスはじめての
たたかい（黒川 みつひろ）
ばけバケツ（軽部 武宏）
ずっと（ケイト クライス）
とびますよ（内田 麟太郎）
まんまるだあれ（いまもり みつひこ）
はしれはるのゆきうさぎ
（手島 圭三郎）

