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11 月 15 日付で入った新着図書 112 冊の
分類別一覧です。
図書の背についている丸い赤色の
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。）
002.7
002.7
019.5

【総記】
振り返り手帳術（伊藤 精哉）
すぐメモする人がうまくいく（堀 宏史）
絵本は心のへその緒（松居 直）

【歴史】
288.4 美智子さまの時代（朝日新聞出版）
289.1 チキンラーメンの女房
（安藤百福発明記念館）
【社会科学】
345.3 いっきにわかる!確定申告の書き方
平成 31 年 3 月 15 日締切分（松井 繁忠）
366.2 中学生・高校生の仕事ガイド
2019-2020 年版（進路情報研究会）
366.2 女子のための「手に職」図鑑
（華井 由利奈）
369.2 遊びリテーション大全集（土居 新幸）
【自然科学】
404
図解もっと身近にあふれる「科学」が
3 時間でわかる本（左巻 健男）
468.6 プランクトンハンドブック淡水編（中山 剛）
489
Zoo っとたのしー!動物園（小宮 輝之）
490
490.1
493.1

（医学・薬学）
安楽死か、尊厳死か（大鐘 稔彦）
老いた親へのイラッとする気持ちが
スーッと消える本（榎本 睦郎）
494.5 女性のがんと外見ケア（分田 貴子）
498.1 救急救命士になるには（益田 美樹）
【技術】
517.7 日本のダム美（川崎 秀明）
538.9 宇宙・天文で働く（本田 隆行）
547.5 電波の疑問 50（早川 正士）
（家政学・生活科学）
594.3 心地よさがいいね!かぎ針で編む
ふかふかざぶとん
598.2 最新!妊娠・出産新百科（杉本 充弘）
【産業】
645.6 どこへ行っても犬と猫（安彦 幸枝）
683.2 海峡の鉄路青函連絡船（原田 伸一）

723.1
725.4
728.4
751
762.1
785.2

【芸術・スポーツ】
植物図鑑のように楽しい野の
花万葉の花（外山 康雄）
ときめきチョークアート（佐藤 真理）
上手くなるための書道レッスン・楷書
（上籠 鈍牛）
やさしい陶芸絵付け鉄絵の描き方
（比護 武司）
図解日本音楽史（田中 健次）
だれでもどこでも泳げるようになる!
水泳大全（鈴木 大地）

【文学】
*910.2 宮部みゆき全一冊（宮部 みゆき）

*F
*F
*F
*F
F
F
*F
*F
*F
*F
*F
*F
*F
*F
*F
*F
*F
*F
*F
*F
*F

（読物）
はつ恋（村山 由佳）
こちら横浜市港湾局みなと振興課です
（真保 裕一）
不意撃ち（辻原 登）
フーガはユーガ（伊坂 幸太郎）
オホーツク流氷殺人事件（葵 瞬一郎）
童の神（今村 翔吾）
戒名探偵卒塔婆くん（高殿 円）
エリザベスの友達（村田 喜代子）
二十五年後の読書（乙川 優三郎）
野の春（宮本 輝）
黄泉坂案内人[4 条目]（仁木 英之）
月（辺見 庸）
私はあなたの瞳の林檎（舞城 王太郎）
雨上がりの川（森沢 明夫）
ヘブン（新野 剛志）
家康 2（安部 龍太郎）
ラストラン（あさの あつこ）
ダンデライオン（中田 永一）
東京輪舞(ロンド)（月村 了衛）
白いジオラマ（堂場 瞬一）
血の雫（相場 英雄）

（随筆）
914.6 出会って別れて、なぜ悪い?
（松尾 スズキ）
*914.6 猫がいなけりゃ息もできない
（村山 由佳）
*914.6 先生、ちょっと人生相談いいですか?
（瀬戸内 寂聴）
916 脱産後うつ（ミィ）

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）

017
234
238

【ぜんぱん】
大好き!おじさん文庫（深山 さくら）
【れきし】
世界の歴史アドベンチャー ドイツの秘宝
（ゴムドリ co.）
世界の歴史アドベンチャー ロシアの秘宝
（ゴムドリ co.）

911
913
913
913
913

327
333

【しゃかい】
ギヴ・ミー・ア・チャンス（大塚 敦子）
知っていますか?SDGs
（日本ユニセフ協会）

446
474
491
498

【りか】
ノーベル賞受賞者が教えるノーベル賞
をとる方法（バリー マーシャル）
月の満ちかけをながめよう（森 雅之）
きのこレストラン（新開 孝）
ヒトの体にすみつく生き物（辨野 義己）
死体が教えてくれたこと（上野 正彦）

530
537
537

【こうぎょう】
めくって学べるきかいのしくみ図鑑
世界の働くくるま図鑑上・下巻
世界のくるま図鑑 2500

407

645

【さんぎょう】
スマイリー 目の見えないセラピー犬
（ジョアン ジョージ）

786
798

【げいじゅつ】
ジャングルのサバイバル 10（洪 在徹）
NEW ウォーリーハリウッドへいく
（マーティン ハンドフォード）

814
814

【ことば】
ことわざキャラクター図鑑（深谷 圭助）
名探偵コナンの 10 才までに覚えたい
難しいことば 1000（青山 剛昌）

913
913
913
*913
913
913

【おはなし】
マンガ×くり返しでスイスイ覚えられる
百人一首（陰山 英男）
（日本のおはなし）
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 10（廣嶋 玲子）
魔女パールと幸運の 8 つの宝石
（あんびる やすこ）
かいけつゾロリ大図鑑キャラクター大全
（原 ゆたか）
6 年 1 組黒魔女さんが通る!!05・06
（石崎 洋司）
ねこねこたんてい なぞときダヤン
（きむら ゆういち）
ボクにできること（めすこのしっぽ）
メガネくんとハダシくん（二見 正直）
魔法のハロウィン・パイ（野中 柊）
流星と稲妻（落合 由佳）

（海外のおはなし）
933 サイド・トラック
（ダイアナ ハーモン アシャー）
*933 明日のランチはきみと（サラ ウィークス）

E
E
E
E
E
E
E
E
*E
*E
*E
*E

【えほん】
どんぐり（こが ようこ）
いじわるちゃん（たんじ あきこ）
いもむしパン（つぼい じゅり）
ノラネコぐんだん おばけのやま
（工藤 ノリコ）
おたんじょうびのひに（はるの まい）
いすちゃんです。（とよた かずひこ）
だんめんず（加古 里子）
でんとうがつくまで（加古 里子）
それしかないわけないでしょう
（ヨシタケ シンスケ）
そらはあおくて（シャーロット ゾロトウ）
クリスマスツリーをかざろう
（パトリシア トート）
おばあちゃんのおくりもの
（キャリー ガラッシュ）

*E
*E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

せん（スージー リー）
クリスマスのおかいもの
（ルー ピーコック）
まんまるねんね（黒井 健）
はたらきママとほいくえんちゃん
（のぶみ）
まいにちがプレゼント（いもと ようこ）
ことばずかんだ わん!
（ドロテ ド モンフレッド）
もしも…（神沢 利子）
おべんとうたべたいな（坂本 千明）
くだものぱくっ（彦坂 有紀）
タローズ（モラグ フッド）
おばけれっしゃ（しのだ こうへい）
ぺちゃんこねこ（ハーウィン オラム）
あしにょきにょきときょうりゅう
（深見 春夫）

