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4月15日付で入った新着図書95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。

京極町 ”みんなの図書館 ”湧学館



【総記】 【芸術・スポーツ】
007.5 スキルアップ!情報検索（中島 玲子） 756.6 刀剣のすべて（佐藤 寒山）

017 コピーして使える小・中学校の授業を 786.1 ドキュメント山小屋とコロナ禍（山と溪谷社）
高める学校図書館活用法（渡辺 暢恵）

【文学】
【哲学】 911.5 いまきみがきみであることを（白井 明大）

147 幸せになる60の法則（奥平 亜美衣）
（随筆）

【歴史】 914.6 これで暮らす（群 ようこ）
289.1 むさぼらなかった男（中村 彰彦） 914.6 マスクは踊る（東海林 さだお）

914.6 終の暮らし（曽野 綾子）
【社会科学】 916 高校生のわたしが精神科病院に入り自分の

319 超地政学で読み解く! 激動の世界情勢 なかの神様とさよならするまで（もつお）
タブーの地図帳（黒井 文太郎） 916 がんの記事を書いてきた私が乳がんに!?

337.4 紙幣と旅する（高 康治） （内野 こめこ）
366.1 職場六法（岩出 誠）
366.2 発達障害の人のための就活ハック （外国文学）

（窪 貴志） 930.2 科学探偵シャーロック・ホームズ（J.オブライエン）
367.9 処女の道程（酒井 順子） 933.7 ゼアゼア（トミー　オレンジ）

BF ハーメルンの笛吹きと完全犯罪（仁木 悦子）
【自然科学】 BF あの日、君は何をした（まさき としか）

417 それはあくまで偶然です BF 君と見つけたあの日のif（いぬじゅん）
（ジェフリー　S.ローゼンタール） BF 死神の初恋（朝比奈 希夜）

443.8 藤井旭の星座をさがそう（藤井 旭） F ヴィンテージガール（川瀬 七緒）
450.4 もしも、地球からアレがなくなったら? F ジャックポット（筒井 康隆）

（渡邉 克晃） F テスカトリポカ（佐藤 究）
453.2 日本列島の未来（中島 淳一） F 灰の劇場（恩田 陸）
460.3 学名の秘密（スティーヴン　B.ハード） F それでも、陽は昇る（真山 仁）
468 生物多様性を問いなおす（高橋 進） F 終わりの歌が聴こえる（本城 雅人）

469.4 「顔」の進化（馬場 悠男） F わんダフル・デイズ（横関 大）
F 天使と悪魔のシネマ（小野寺 史宜）

（医学・薬学） F ほたるいしマジカルランド（寺地 はるな）
493.7 私が学んできた認知症ケアは間違って F おれたちの歌をうたえ（呉 勝浩）

いました…(水野 裕） F 商店街のジャンクション（村木 美涼）
493.7 認知症の人が「さっきも言ったでしょ」と F 永遠なんてない世界でも、明日の君に会いたい。

言われて怒る理由（木之下 徹） （夜野 せせり）
495.5 帝王切開で出産したママに贈る30のエール F 最後は会ってさよならをしよう（神田 澪）

（細田 恭子） F 悪魔の夜鳴きそば（もちぎ）
496 視力を失わないために今すぐできること F 月の家の人びと（砂岸 あろ）

（深作 秀春） F 紅蓮の雪（遠田 潤子）
498.3 美しい世界の風景まちがい探し（渡邉 修） F 老婦人マリアンヌ鈴木の部屋（荻野 アンナ）

F ぜにざむらい（吉川 永青）
【技術】 F 転職の魔王様（額賀 澪）

588.5 スコッチウィスキー新時代の真実
（和智 英樹） 【地域資料（郷土資料）】

H316.8 捏造と反日の館“ウポポイ”を斬る（的場 光昭）
【産業】 H611.7 北海道農業のトップランナーたち（吉岡 徹）

626.9 キッチンからはじめる再生栽培（原 由紀子）
673.3 妻がマルチ商法にハマって家庭崩壊した

僕の話。（ズュータン）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）



【いきかた】 913 さくら村は大さわぎ（朽木 祥）

159 よくできました!（齋藤 孝） 913 モンスター・ホテルでおばけやしき
（柏葉 幸子）

【れきし】
242 ピラミッドのサバイバル4（洪 在徹） （海外のおはなし）
289 車いすで国会へ（舩後 靖彦） 933 わたしたちのピースガーデン

（ハンク　ブルース）
【しゃかい】

317 真実を発見!科学捜査（石澤 不二雄） 【えほん】
333 未来からの伝言（那須田 淳） E はらすきー（あきやま ただし）

E ちかてつサブちゃん（みやにし たつや）
【こうぎょう】 E わたしはあなたをしんじてる（リサ　パップ）

501 夢の発電って、なんだろう?（森川 成美） E おにぎり!（石津 ちひろ）
517 防災にも役立つ!川のしくみ（川上 真哉） E まだまだまだまだ（五味 太郎）
517 水とトイレがなかったら?（石崎 洋司） E うみがめのおじいさん（いとう ひろし）
594 ミシンなしでかんたん!季節のこども手芸夏 E ひびけわたしのうたごえ

（C　R　K design） （カロライン　ウッドワード）
594 ミシンなしでかんたん!季節のこども手芸春 E ぼく、うしになる（中川 ひろたか）

（C　R　K design） E あっぷっぷのぷ～（あいはら ひろゆき）
E マスクをとったら（いりやま さとし）

【げいじゅつ】 E いぬのせんせい（ジェーン　グドール）
798 eスポーツプレイヤーになるには?（RIZeST） E ことばたんてい きょうふのばらばらじけん

（平田 昌広）
（日本のおはなし） E とっています（市原 淳）
【ぜんぱん】 E かける（はらぺこめがね）

913 IQ探偵ムー ミステリーハウスからの挑戦状 E チクチクふわふわ（丈太）
（深沢 美潮） E 会いたくて会いたくて（室井 滋）

913 はたらく細胞（清水 茜） E このまちのどこかに（シドニー　スミス）
913 5分で読書（カドカワ読書タイム）
913 リンゴちゃんのいえで（角野 栄子）
913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂にようこそ

（廣嶋 玲子）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

「車いすで国会へ」

舩後 靖彦・著

41歳の夏、腕がしびれて歯ブラシをポトリと落としてしまった

ことが、舩後さんの長く続く全身まひの始まりでした。

人工呼吸器がなければ生きられない彼が、なぜ国会議員に

なったのでしょう。

「障がい者だけが気付けることがある」

「重度障がい者が安心して生きていける社会は、全ての人に

とって安心して生きていける社会」

今日も車いすの上から温かくも力強いメッセージを訴え続けます―。


