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11 月 29 日付で入った新着図書 86 冊の
分類別一覧です。
図書の背についている丸い青色の
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。）

019.9
022.8

【総記】
遊読 365 冊（松岡 正剛）
素材を活かした手製本の教室

【哲学】
148.3 最新!赤ちゃんの名づけ新百科 mini
（栗原 里央子）
159.8 世界の名言名句 1001（ロバート アープ）
160 世界を読み解く「宗教」入門（小原 克博）
204
210.5
289.3

【歴史】
歴史は実験できるのか
（ジャレド ダイアモンド）
江戸三百藩大名列伝
無限の宇宙（ジェーン ホーキング）

【社会科学】
312.1 図解でわかる 14 歳から知る日本
戦後政治史（インフォビジュアル研究所）
338
いま君に伝えたいお金の話（村上 世彰）
338.8 ７日でマスター投資信託がおもしろい
くらいわかる本（梶田 洋平）
361.4 口元を鍛えたら話していて“感じの
いい人”になれました。（春原 弥生）
366.2 絶滅危惧職種図鑑（七里 信一）
383.8 ジビエの歴史（ポーラ ヤング リー）
【自然科学】
410.4 数学ガールの秘密ノート（結城 浩）
480.4 春・夏・秋・冬どうぶつえん（森 由民）
488.0 鳥が好きすぎて、すみません（細川 博昭）
490
（医学・薬学）
493.6 自律神経が整う上を向くだけ健康法
（松井 孝嘉）
498.3 ぐっすり眠れる、美人になれる!
読むお風呂の魔法（小林 麻利子）
499.8 ハーブティーブレンド 100（しばた みか）
【技術】
世界がうらやむニッポンの
モダニズム建築（伊藤 隆之）
528.2 薪ストーブの本 Vol.15(2018)
528.4 世界で一番やさしい照明（安齋 哲）
523.1

590
594.3
596
596.3

（家政学・生活科学）
みんなのどんぐり帽（日本文芸社）
すりながしのレシピ（長島 博）
玉ねぎ×ワタナベマキ=だし・うまみ
（ワタナベ マキ）
597.5 なかなか捨てられない人のための
鬼速片づけ（吉川 永里子）
597.9 図解 健康になりたければ家の
掃除を変えなさい（松本 忠男）
599.8 ママが楽になる絵本レシピ 31
（景山 聖子）
【産業】
645.6 犬ごはんの教科書（俵森 朋子）
673.3 amazon（成毛 眞）
700
721.9
723.3
726.1
726.6
740.2

【芸術・スポーツ】
美しいものを、美しく（定家 亜由子）
もっと知りたいムンク（千足 伸行）
「その後」のゲゲゲの女房（武良 布枝）
花と子どもの画家ちひろ（松本 猛）
日本写真史 1945-2017
（レーナ フリッチュ）
756.6 もっと知りたい刀剣（内藤 直子）
757.3 知りたい配色デザイン（ARENSKI）
762.3 クラシック音楽全史（松田 亜有子）
767.7 童謡百年史（井上 英二）
772.1 すべての道は役者に通ず（春日 太一）
775.4 深読みミュージカル（本橋 哲也）
791.0 好日日記（森下 典子）
798
藤田浩子の紙とえんぴつでおはなし
（藤田 浩子）
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【文学】
（読物）
そこにいるのに（似鳥 鶏）
草々不一（朝井 まかて）
108（松尾 スズキ）
常設展示室（原田 マハ）
人生のピース（朝比奈 あすか）
会社を綴る人（朱野 帰子）
雨上がり月霞む夜（西條 奈加）
愉楽にて（林 真理子）
熱帯（森見 登美彦）
いつか深い穴に落ちるまで
（山野辺 太郎）
はんぷくするもの（日上 秀之）
救済（長岡 弘樹）
サイゴン陥落の日に（中山 夏樹）
14 歳、明日の時間割（鈴木 るりか）
（随筆）
針と糸（小川 糸）
「違うこと」をしないこと（吉本 ばなな）
だめなら逃げてみる（小池 一夫）
六十歳からの人生（曽野 綾子）
人生は還暦から!（小山内 美江子）

（紀行）
*915.6 曙光を旅する（葉室 麟）

916
916

（手記）
“介護後”うつ（安藤 和津）
最後の「愛してる」（前田 朋己）

（外国文学）
9337 ブラック・スクリーム
（ジェフリー ディーヴァー）
949.8 ムーミン谷のすべて
（フィリップ アーダー）
【地域資料（郷土資料）】
H289.1たどりついたアイヌモシリで（水谷 和弘）
H291.1 冬の北海道[2018]
【参考図書】
R028.0
ヤングアダルトの本
（日外アソシエーツ株式会社）

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
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【おはなし】
（日本のおはなし）
オリンピックのおばけずかん（斉藤 洋）
転校生は忍者?!（もとした いづみ）
魔女が相棒?ねぐせのヤマネ姫
（柏葉 幸子）
みけねえちゃんにいうてみな
（村上 しいこ）
図工室の日曜日（村上 しいこ）
おばあちゃんのわすれもの（森山 京）
（海外のおはなし）
トンネルの向こうに
（マイケル モーパーゴ）
野生のロボット（ピーター ブラウン）

*E
*E
*E
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【えほん】
星のひとみ（せな けいこ）
オーロラの国の子どもたち
（イングリ ドーレア）
まぼろしえほん（井上 洋介）
どこがながいかわかる?
（みやにし たつや）
100 年たったら（石井 睦美）
れいぞうこのおくのおく（うえだ しげこ）
ふうしてあそぼ（はるの まい）

