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12 月 13 日付で入った新着図書 104 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。

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 今すぐ使えるかんたん Windows 10
（オンサイト）
【哲学】
「風の電話」とグリーフケア
（矢永 由里子）
146.8 自分を好きになりたい。（わたなべ ぽん）
148.5 おはらい風水お悩み解決編（林 秀靜）
159
中村天風折れないこころをつくる言葉
（中村 天風）
159
「笑いの力」で人生はうまくいく
（植西 聰）

491.6
493.9
493.9
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210.7
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【歴史】
昭和 12 年とは何か（宮脇 淳子）
ヘッポコ征夷大将軍（長谷川 ヨシテル）
自転車は生き甲斐（飯田 昇治）

【社会科学】
302.2 わたしの町は戦場になった
（ミリアム ラウィック）
302.3 ウクライナを知るための 65 章
（服部 倫卓）
312.1 今さら聞けない!政治のキホンが
2 時間で全部頭に入る（馬屋原 吉博）
338.1 桐谷さんの株主優待生活（桐谷 広人）
361.4 ウケる話し方（野呂 エイシロウ）
365
あやしい催眠商法だましの全手口
（ロバート 熊）
366.3 ここからセクハラ!（牟田 和恵）
366.3 わたし 8 歳、職業、家事使用人。
（日下部 尚徳）
367.3 ステップファミリーのきほんをまなぶ
（SAJ）
367.9 オトナの保健室
（朝日新聞「女子組」取材班）
386.1 日本の祭り解剖図鑑（久保田 裕道）
【自然科学】
410
数って不思議!!…∞（蟹江 幸博）
432
はじめての基礎化学実験（山崎 友紀）
465.8 ウイルスは悪者か（高田 礼人）
469.4 損する顔得する顔（山口 真美）
486.0 本と虫は家の邪魔（奥本 大三郎）

496.4
498.3
498.3

（医学・薬学）
10 億分の 1 を乗りこえた少年と
科学者たち（マーク ジョンソン）
発達障害がよくわかる本（本田 秀夫）
小児期トラウマがもたらす病
（ドナ ジャクソン ナカザワ）
身近な鳥の 3D 写真見るだけで
目がみるみる良くなる!（栗田 昌裕）
足裏を鍛えれば死ぬまで歩ける!
（松尾 タカシ）
孤独は男の勲章だ（志賀 貢）

【技術】
トコトンやさしい道路の本（峯岸 邦夫）
町自慢、マンホール蓋 700 枚。（池上 修）
よくわかる最新マンション建築設備
（内野 栄吉）
548.2 今すぐ使えるかんたん Mac 完全
(コンプリート)ガイドブック（技術評論社編集部）
556.9 図解潜水艦（高平 鳴海）
588.0 日清食品創業者 安藤百福一日一得
（石山 順也）
589.2 男の服選びがわかる本（森井 良行）
514
518.2
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（家政学・生活科学）
593.8 よくわかるスカーフ、ストール&マフラー
の巻き方バイブル（主婦の友社）
596
低温真空調理のレシピ（川上 文代）
596 子どもはレシピ 10 個で育つ。（上田 淳子）
597.5 気がつけば、ずっと無印良品でした。
（梶ケ谷 陽子）
【産業】
稼げる!農家の手書き POP&ラベルづくり
（石川 伊津）
626
わたしのエコひいき農業（堀 俊一）
673.8 イオンを創った女（東海 友和）
694.6 iPhone ⅩS/ⅩS Max/ⅩR がぜんぶ
わかる本（石川 温）
611.4

728.2
796.0

【芸術・スポーツ】
なくした「手」を探して（小畑 延子）
幸福の一手（加藤 一二三）

【文学】
B908.3 栞子さんの本棚 2（江戸川 乱歩）
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（読物）
羅針盤は壊れても（西村 賢太）
ばけばけ（那須 正幹）
芙蓉の干城(たて)（松井 今朝子）
キンモクセイ（今野 敏）
水曜日の手紙（森沢 明夫）
聖者が街にやって来た（宇佐美 まこと）
神さまを待っている（畑野 智美）
昨日がなければ明日もない
（宮部 みゆき）
厨師、怪しい鍋と旅をする（勝山 海百合）
鼠、恋路の闇を照らす（赤川 次郎）
それでも空は青い（荻原 浩）
静おばあちゃんと要介護探偵
（中山 七里）
介護士 K（久坂部 羊）
花折（花村 萬月）
夜汐（東山 彰良）

（外国文学）
933.7 夜のふたりの魂（ケント ハルフ）
933.7 七人のイヴ 2（ニール スティーヴンスン）
950.2 フランス文学を旅する 60 章（野崎 歓）
【地域資料（郷土資料）】
H289.1 松浦武四郎の生涯（更科 源藏）
H316.8 こころ揺らす（北海道新聞社）
H783.7 北海道日本ハムファイターズの食事術
（日本ハム株式会社）

（注：ほんの前のすうじはぶんるい番号です。）
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【ぜんぱん】
なぜ?どうして?ふしぎ 366
（お茶の水女子大学附属小学校）
【しゃかい】
いじめ 心の中がのぞけたら 5
（本山 理咲）
世界の子どもたち 1
（マーグリート ルアーズ）
ちびまる子ちゃんのマナーとルール
（さくら ももこ）
【りか】
ジュニア空想科学読本 7（柳田 理科雄）
月のかたち（藤井 旭）
ここにも!そこにも!ダニ（皆越 ようせい）
読書がたくましい脳をつくる（川島 隆太）
【こうぎょう】
ちびまる子ちゃんの整理整とん
（さくら ももこ）
【おはなし】
（日本のおはなし）
ぼくのなまえはユウユウ（小手鞠 るい）
昨日のぼくのパーツ（吉野 万理子）
風と行く者（上橋 菜穂子）
つっきーとカーコのけんか
（おくはら ゆめ）
絶叫学級[23]（いしかわ えみ）
サラとピンキー サンタの国へ行く
（富安 陽子）
ぼくの、ミギ（戸森 しるこ）

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

【えほん】
まめとすみとわら（せな けいこ）
とろとっと（内田 麟太郎）
わたしのおじさんのロバ（トビー リドル）
やましたくんはしゃべらない（山下 賢二）
徂徠どうふ（宝井 琴調）
えっ!わたしだけの学校?（劉 旭恭）
みずとはなんじゃ?（かこ さとし）
ごりらかあさん（のぶみ）
しょくパンにんじゃ（苅田 澄子）
0 歳のえほん（汐見 稔幸）
1 歳のえほん（汐見 稔幸）
2 歳のえほん（汐見 稔幸）
3 歳のえほん（汐見 稔幸）
ぼくのばしょなのに（刀根 里衣）
100 にんのサンタクロース（谷口 智則）
クリスマスだよ、デイビッド!
（デイビッド シャノン）
ふたりママの家で（パトリシア ポラッコ）
ダム（デイヴィッド アーモンド）

