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10 月 25 日付で入った新着図書 102 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。

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】
007.6 図解まるわかりセキュリティのしくみ
（増井 敏克）
【哲学】
かみさまは小学 5 年生（すみれ）
1 分間菜根譚（齋藤 孝）
「すすむ路」がなかなか決められない
人へ（和田 秀樹）
159.7 長生きだけが目的ですか?（弘兼 憲史）
180.9 よろこびの書（ダライ ラマ）
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【歴史】
学校では教えてくれない世界史の
授業（佐藤 賢一）
いっきにわかる!日本史のミカタ
（河合 敦）
非凡なる凡婦 白秋の妻菊子
（北原 東代）
ブラタモリ 13（NHK「ブラタモリ」制作班）
ブラタモリ 14（NHK「ブラタモリ」制作班）
伊能図探検（河出書房新社編集部）
日本ワインと手仕事の旅（後藤 由紀子）
おもてなしで巡るニッポン
【社会科学】
日本のカッコいい公務員図鑑
（秋山 謙一郎）
マンガでわかる!仕事も人間関係も
うまくいく「気遣い」のキホン
（三上 ナナエ）
誰とでも 15 分以上ホントに!会話が
とぎれない!話し方 50 のルール（野口 敏）
図解平成オタク 30 年史
（平成オタク研究会）
夜回り先生 原点（水谷 修）
そろそろはじめる親のこと（大澤 尚宏）
万引き依存症（斉藤 章佳）
村の奇譚 里の遺風（筒井 功）
昭和少年少女ときめき図鑑（市橋 芳則）
学年誌が伝えた子ども文化史
昭和 30～39 年編

【自然科学】
431.3 世界で一番美しい化学反応図鑑
（セオドア グレイ）
443.9 絵でわかる宇宙の誕生（福江 純）
483.1 アメーバのはなし（永宗 喜三郎）
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497.9
498.5
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（医学・薬学）
私は、看取り士。（柴田 久美子）
あなたの老いは舌から始まる（菊谷 武）
老けない人の最強レシピ（牧田 善二）
職場のメンタルヘルスケアと実践
（タニカワ 久美子）

【技術】
518.8 水辺の賑わいをとりもどす（中野 恒明）
523.1 日本の最も美しい赤レンガの名建築
（歴史的建物研究会）
589.2 bonpon のプチプラ着こなし便利帖
（bonpon）
（家政学・生活科学）
定年後、お金で泣く人笑う人（山崎 元）
志麻さんの自宅レシピ（タサン志麻）
いつものおかずで塩分一日 6g 献立
（小川 聖子）
596 ごはんのきほん（有元 葉子）
596.9 天使が住みたい冷蔵庫・悪魔が
住んじゃう冷蔵庫（番場 智子）
599 だいじょうぶだよ、モリス
（カール=ヨハン エリーン）
591
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596

【産業】
627 山野草植え付け大図鑑
628.8 ピクルスと漬け物の歴史
（ジャン デイヴィソン）
673.3 対面・電話・メールまでクレーム対応
「完全撃退」マニュアル（援川 聡）
689.5 ディズニー夢をかなえる神様が教えて
くれたこと（鎌田 洋）
【芸術・スポーツ】
724.4 心に響く水彩画 16 のヒント（貝川 代三）
726.1 馬場のぼる作品集（馬場 のぼる）
726.5 乙女たちが愛した抒情画家蕗谷虹児
（鈴木 義昭）
743.4 このとおりにやれば必ずキレイに写せる
子ども写真の撮り方（椎名 トモミ）
751
ゼロからの陶芸入門（はる陶房）
783.4 なでしこリーグ 30 年の軌跡
786.1 一生、山に登るための体づくり
（石田 良恵）

【言語】
809.2 人は「のど」から老いる「のど」から
若返る（福島 英）
809.2 おとなママの会話術（辰巳 渚）
【文学】
910.4 古典歳時記（吉海 直人）
911.3 夏井いつきの季語道場（夏井 いつき）
911.4 シルバー川柳百歳バンザイ編
（みやぎシルバーネット）
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（読物）
時代（本城 雅人）
30 センチの冒険（三崎 亜記）
決戦!設楽原（宮本 昌孝）
エムエス（今野 敏）
どんまい（重松 清）
男たちの船出（伊東 潤）
まんぷく上（福田 靖）
想い人（諸田 玲子）
大友落月記（赤神 諒）
ウェディングプランナー（五十嵐 貴久）
春は始まりのうた（小路 幸也）
沈黙のパレード（東野 圭吾）
最終標的（笹本 稜平）
Matt（岩城 けい）
思い出が消えないうちに（川口 俊和）
破滅の王（上田 早夕里）
この噓がばれないうちに（川口 俊和）

914.6
914.6
914.6
914.6
914.6

（随筆）
酒と人生の一人作法（太田 和彦）
銀河を渡る（沢木 耕太郎）
童話作家のおかしな毎日（富安 陽子）
すべての男は消耗品である。
最終巻（村上 龍）
働く女性に贈る 27 通の手紙
（小手鞠 るい）

（外国文学）
933.7 インヴィジブル（ポール オースター）
933.7 パールとスターシャ
（アフィニティ コナー）
BF
書店ガール 7（碧野 圭）
【地域資料（郷土資料）】
H281.1 アイヌ人物誌（松浦 武四郎）
H318.2 なぜ北海道に県がないのか（岡 勝美）

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）

288

【れきし】
名字ずかん（森岡 浩）

【おはなし】
*913

366
369
378

498

【しゃかい】
こどもしごと絵じてん（三省堂編修所）
こどもぼうさい・あんぜん絵じてん
（渡邉 正樹）
しゅわしゅわ村のゆかいなのりもの
（くせ さなえ）

913
913
*933
*989

【りか】
義肢装具士の一日
（WILL こども知育研究所）
*E

754
784
789

【げいじゅつ】
カッターであそぼう!（五味 太郎）
高梨沙羅（師岡 亮子）
忍者の迷路（香川 元太郎）

*E
E
E
E

H382

（日本のおはなし）
そらのかんちゃん、ちていのコロちゃん
（東 直子）
マオのうれしい日（あんず ゆき）
若おかみは小学生!（令丈 ヒロ子）
（海外のおはなし）
風がはこんだ物語（ジル ルイス）
クリスマスのあかり
（レンカ ロジノフスカー）

【えほん】
キツネのはじめてのふゆ
（マリオン デーン バウアー）
キラキラッとほしがかがやきました
（宮西 達也）
まちのくるま（コヨセ ジュンジ）
ねこです。（北村 裕花）
ゆびもじえほん
（全国手話通訳問題研究会）

【ほっかいどうの本】
アイヌ（北原 モコットゥナシ）

