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9月8日付で入った新着図書105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。
（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】
019.2 ようこそ、読書のアニマシオンへ
（種村 エイ子）
【哲学】
145.5 新錯視図鑑（杉原 厚吉）
147 絶対に出る世界の幽霊屋敷
（ロバート グレンビル）
159 なるべく働きたくない人のための
お金の話（大原 扁理）
159 あの頃の自分にガツンと言いたい
（野々村 友紀子）
159 多分そいつ、今ごろパフェとか
食ってるよ。（Jam）
159.6 お母さん、年末、実家に帰らなければ
ダメですか?（心屋 仁之助）
175.9 神社とお寺おいしいお詣りスイーツ
（大浦 春堂）
188.8 禅とジブリ（鈴木 敏夫）
【歴史】
288.4 池上彰の「天皇とは何ですか?」
（池上 彰）
291.0 鳥瞰図!（本渡 章）
【社会科学】
302.1 日本が誇る100のこと
302.5 グアテマラを知るための67章
（桜井 三枝子）
304 ニュース池上塾（池上 彰）
318.4 公務員が議会対応で困ったら読む本
（田村 一夫）
318.5 事例から学ぶ実践!自治体法務・
入門講座（吉田 勉）
329.3 紛争地の看護師（白川 優子）
333.8 世界で活躍する仕事100
（三菱UFJリサーチ&コンサルティング）
338.9 いちばんやさしい為替の教本
（神田 卓也）
366.2 資格取り方選び方全ガイド2020年版
（高橋書店編集部）
368.5 ヤクザの幹部をやめて、うどん店
はじめました。（廣末 登）
369.2 開けられたパンドラの箱
（月刊『創』編集部）
371.4 学校は行かなくてもいい（小幡 和輝）
376.1 あの日のオルガン（久保 つぎこ）
387 いきものをとむらう歴史
（依田 賢太郎）

【自然科学】
440 宇宙の真実
445.3 火星の科学（藤井 旭）
451.8 絵でわかる地球温暖化（渡部 雅浩）
481.9 子どもと一緒に覚えたい毒生物の名前
（ふじのくに地球環境史ミュージアム）
（医学・薬学）
本当にがんに効いたこと（織田 英嗣）
選べなかった命（河合 香織）
も～っとずぼらヨガ（崎田 ミナ）
「食べる水」が体を変える
（ダナ コーエン）
498.8 感情の問題地図（関屋 裕希）
493.4
495.6
498.3
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【技術】
517.1 絵とき水理学（粟津 清蔵）
526.0 世界の美しい博物館
（パイインターナショナル）
540 トコトンやさしい電気の本
（山崎 耕造）
（家政学・生活科学）
592.7 DIY基本テクニック百科
596.3 97歳梅干し名人 人生のいい塩梅
（藤巻 あつこ）
598.3 小児科医ママの子どもの病気と
ホームケアBOOK（森戸 やすみ）
【産業】
619.6 大豆の科学（五日市 哲雄）
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【芸術・スポーツ】
消しゴムはんこの教科書
（田口 奈津子）
作りたい使いたいエコクラフトの
かごと小物（寺西 恵里子）
初心者のピアノ基礎教本[2018]
（岡 素世）
初心者のためのギター・
コード講座[2018]（自由現代社編集部）
あの夏上・下（朝日新聞スポーツ部）

【言語】
814.9 女のことば男のことば（小林 祥次郎）
816 150冊執筆売れっ子ライターの
もう恥をかかない文章術（神山 典士）

【文学】
910.2 村上春樹語辞典（ナカムラ クニオ）
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（読物）
鳥居の密室（島田 荘司）
地球星人（村田 沙耶香）
対岸の家事（朱野 帰子）
信長の原理（垣根 涼介）
松ノ内家の居候（瀧羽 麻子）
青少年のための小説入門
（久保寺 健彦）
翼竜館の宝石商人（高野 史緒）
すぐ死ぬんだから（内館 牧子）
母のあしおと（神田 茜）
静かに、ねぇ、静かに（本谷 有希子）
凍てつく太陽（葉真中 顕）
ブロードキャスト（湊 かなえ）
冷たい檻（伊岡 瞬）
ガラスの殺意（秋吉 理香子）
ボーダレス（誉田 哲也）

（随筆）
914.6 三谷幸喜のありふれた生活15
（三谷 幸喜）
916 人殺しの息子と呼ばれて（張江 泰之）
916 亜由未が教えてくれたこと
（坂川 裕野）
916 ふつうの非婚出産（櫨畑 敦子）
（外国文学）
933.7 オリジン上・下（ダン ブラウン）
936 マンモスを再生せよ
（ベン メズリック）
991.7 方言でたのしむイソップ物語
（イソップ）
【地域資料（郷土資料）】
H382.1 図解アイヌ（角田 陽一）
H470.3 北海道の草花（梅沢 俊）
H488.2 北海道野鳥図鑑（河井 大輔）

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
007
019

【ぜんぱん】
AIのサバイバル1（ゴムドリco.）
本が好きになる（さやま しょうこ）

* E
* E

210
280
285

【れきし】
わくわく!探検れきはく日本の歴史2
（国立歴史民俗博物館）
世界にひかりをともした13人の女の子の
物語（チェルシー クリントン）
夢をあきらめなかった13人の女の子の
物語（チェルシー クリントン）

388

【しゃかい】
妖怪ビジュアル大図鑑（水木 しげる）

454
480

【りか】
オレはどうくつ探検家（吉田 勝次）
みんないきもの（阿部 健一）

783
786

【げいじゅつ】
女の子だって、野球はできる!
（長谷川 晶一）
底なし沼を脱出せよ
（トレイシー ターナー）
【おはなし】

913
913

（日本のおはなし）
ケイゾウさんの春・夏・秋・冬
（市川 宣子）
IQ探偵ムー 夢羽、ホームズになる!
上・下（深沢 美潮）
サラとピンキー たからじまへ行く
（富安 陽子）
キミと、いつか。[8]（宮下 恵茉）
未来のミライ（細田 守）
かいけつゾロリのドラゴンたいじ2
（原 ゆたか）
ぼくらの卒業旅行(グランド・ツアー)
（宗田 理）
5分後に恋の結末（橘 つばさ）
こんぴら狗（今井 恭子）

933

（海外のおはなし）
暗号クラブ13（ペニー
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ワーナー）
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【えほん】
ショベルくんとあおいはな
（ヨーゼフ クフラー）
スタンリーとちいさな火星人
（サイモン ジェームズ）
きょうがはじまる
（ジュリー モースタッド）
あーん!はがぬけない
（くすのき しげのり）
ちいさいごみしゅうしゅうしゃ
ぱっくん（薫 くみこ）
ぼんやきゅう（指田 和）
めざめる（阿部 海太）
あめのひ（サム アッシャー）

