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5月28日付で入った新着図書89冊の

分類別一覧です。

図書の背についている丸い銀色の

シールが目印です。

京極町 ”みんなの図書館 ”湧学館



【総記】
007.3 「くだらない」文化を考える 384.3 春を待つ海（川島 秀一）

（平井 智尚）

019.9 あなたは読んだものに他ならない 【自然科学】
（服部 文祥） 468 家は生態系（ロブ　ダン）

049 コロナとバカ（ビートたけし） B404 自然界に隠された美しい数学

（I.スチュアート）
【哲学】

145.7 ヒトはなぜ自殺するのか （医学・薬学）
（ジェシー ベリング） B481.9 野外毒本（羽根田 治）

146.1 こころを軽くする言葉 493.2 ドクターうえしまの塩切り奮闘記
（アルフレッド　アドラー） （上島 弘嗣）

159 がんばらない戦略（川下 和彦） 493.7 うつ病は心の弱さが原因ではない
159.4 逆境起業（由 まもる） （近藤 一博）
198.9 人生、何を成したかよりどう生きるか L493.7飲んではいけない認知症の薬

（内村 鑑三） （浜 六郎）
498.3 「メンタル弱い」が一瞬で変わる本

【歴史】 （片田 智也）
216.2 京都はユダヤ人秦氏がつくった 498.3 順天堂大学医学部健康スポーツ室式

（田中 英道） 長生き部屋トレ（順天堂大学医学部）
289.3 フォン・ノイマンの哲学

（高橋 昌一郎） 498.5 「食事の習慣」を変えれば心が疲れない!
290.9 ハイパーディープ・ワールドジャーニー （安藤 俊介）

（マンペー）
291.1 北海道22（昭文社） 【技術】

547.3 オーディオ大全2021（晋遊舎）
【社会科学】

B304 はたらかないで、たらふく食べたい （家政学・生活科学）
（栗原 康） 591 年収200万円の私でも心おだやかに

335.1 すべての経営者が知っておくべき理想の 毎日暮らせるお金の貯め方を
引退を迎えるための心得（古小路 勝利） 教えてください!（坂本 綾子）

336.5 新人のための『仕事のミスゼロ』 595.6 やせるダンス（竹脇 まりな）
チェックリスト50（藤井 美保代） 596.6 もっと!魔法のてぬきおやつ

336.5 御社にそのシステムは不要です。 （てぬキッチン）
（四宮 靖隆） 596.7 カクテルをたしなむ人のレッスン

361.4 『聞き上手さん』の「しんどい」が &400レシピ
なくなる本（大野 萌子） （Liquid Liquid）

364.6 生の年金・死の年金（三村 正夫） 599 パパのトリセツ2.0（おおた としまさ）
365.3 ポスト・コロナ時代どこに住み、 599 こどもおうちあそび大全（横山 洋子）

どう働くか（長田 英知）
366.3 ハラスメント大全（野原 蓉子） 【産業】
367.3 マリッジカウンセリングブック 611.9 小さい農業で暮らすコツ（新藤 洋一）

（吉池 安恵） 645.7 にゃっぷる（昭文社）
367.7 うらやましい孤独死（森田 洋之） 648.1 チーズの教本
371.4 保健室から見える親が知らない （チーズプロフェッショナル協会）

子どもたち 651.3 山を買う（福崎 剛）
（桑原 朱美） 673.9 DIY好きが極まって不動産オーナーに

375.2 スマホ・ケータイ持ち込みの基本ルール なっちゃった話（橋本 笑）
（竹内 和雄） 694.6 いちばんやさしい60代からのiPhone 12/12 

Pro/12 Pro Max/12 mini（増田 由紀）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）



【芸術・スポーツ】
708.7 海を渡った日本と皇室の文化

（レイチェル　ピート）

726.5 『鬼滅の刃』吾峠呼世晴画集
幾星霜-（吾峠 呼世晴）

726.6 アーノルド・ローベルの全仕事
（ブルーシープ）

748 桜旅（谷角 靖）
767.8 BTSとARMY（イ ジヘン）
778.2 映画「痛くない死に方」読本

（「痛くない死に方」製作委員会）

【言語】
837.8 リアル英語フレーズ

（ジュン　セニサック）

【文学】
（随筆）

914.6 小福ときどき災難（群 ようこ）
B914.6 女の不作法（内館 牧子）
B914.6 男の不作法（内館 牧子）
B914.6 下着の捨てどき（平松 洋子）
916 深夜薬局（福田 智弘）
916 生きるために毒親から逃げました。

（尾添 椿）

（読み物）
BF 静おばあちゃんと要介護探偵（中山 七里）
BF 藍の夜明け（あさの あつこ）
BF 半分世界（石川 宗生）
BF 噓（村山 由佳）
F Day to Day（講談社）
F 新謎解きはディナーのあとで（東川 篤哉）
F 道をたずねる（平岡 陽明）
F 飛び立つ君の背を見上げる（武田 綾乃）
F ハルカと月の王子さま（鈴木 おさむ）
F 白鳥とコウモリ（東野 圭吾）
F 初詣で（佐伯 泰英）
F 白鯨（夢枕 獏）
F MR（久坂部 羊）
F 田舎のポルシェ（篠田 節子）
F 曲亭の家（西條 奈加）
F 沈黙の終わり　上（堂場 瞬一）
F 沈黙の終わり　下（堂場 瞬一）
F 悪魔には悪魔を（大沢 在昌）

（外国文学）
929.1 そこに行けばいいことがあるはず

（ク 作家）
B933.7 終身刑の女（レイチェル　クシュナー）

【地域資料・郷土資料】
H787.1 アイスフィッシング北海道

（つり人社北海道支社）

「フォン・ノイマンの哲学」 著： 高橋 昌一郎

21世紀の現代の善と悪の原点こそ、フォン・ノイ

マンである。彼の破天荒な生涯と哲学を知れば、

今の便利な生活やAIの源流がよくわかる！

「科学的に可能だとわかっていることは、やり遂

げなければならない。それがどんなに恐ろしい

ことにしてもだ」

彼は、理想に邁進するためには、いかなる犠牲

「田舎のポルシェ」 著 ： 篠田 節子

実家の農家を飛び出した女性

リタイヤした元企業戦士

夫に先立たれた介護士――

それぞれ秘めた思いを抱いて

トラブル連発のロングドライブへ・・・・

「飲んではいけない認知症の薬」

著 ： 浜 六郎

いまや65歳以上の5人に1人が発症すると言われ

る認知症。一方で「高齢者は入院するとボケる」と

言われるが、その多くは実は認知症ではなく、処

方された薬が原因で一時的な「せん妄」に陥って

いるだけのことが多い。それでも「認知症になっ

た」と医者は判断し、本来不要な薬が処方され、本

物の認知症にさせられる構図がある。こういう悲

劇を防ぐためには、診察や処方を疑うリテラシー

が求められる。大事な家族が取り返しのつかない

事態に陥る前に読んでおきたい１冊。



【ほっかいどうの本】 （日本のおはなし）
HE きたきつねとはるのいのち 913 さいごのゆうれい（斉藤 倫）

（手島 圭三郎） 913 うさぎタウンのおむすびやさん
（小手鞠 るい）

【えほん】 913 あおぞらこども食堂はじまります!
E ともだちいっしゅうかん（内田 麟太郎） （いとう みく）

E あきらがあけてあげるから
（ヨシタケ シンスケ）

E えんそくねこねこ（長野 ヒデ子）
E ねずみくんのピッピッピクニック

（なかえ よしを）

「きたきつねとはるのいのち」　著：手島 圭三郎

3月になっても深い雪に覆われている北海道のおはなしです。
きたきつねは、生まれた子供のために餌を探しに行きます。
北海道の大自然には、たくさんの動物が生息していますが、冬は動物にとって厳しい季節です。
親から離れた子供が、餌をとれなかったり、年老いた動物が死ぬのは、冬が多いのです。
やがて厳しい冬が終わると、暖かい春の日差しに包まれて、きたきつねは生きる幸せを感じます。

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

「あおぞらこども食堂はじまります！」 いとう みく 作

ハルさんはお弁当を持って公園に出かけました。

となりのベンチで、ひとりの女の子がパンの袋をがさがささせています。

ふたりは友だちになり、ハルさんはひとりで食事をしているこどもが

多いことを知ります。

そこでハルさんが考えたのは、こども食堂を開くこと。

するとどんどん、町のみんなも手伝いにきて……。

心あたたまるこども食堂の物語。

「こども食堂ってどんなところ？」がわかるおまけページつきです。


