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5月19日付で入った新着図書94冊の

分類別一覧です。

図書の背についている丸い 黄色の

シールが目印です。

京極町 ”みんなの図書館 ”湧学館



【総記】 【産業】
007.6 ノンデザイナーのためのPhotoshop 645.7 にんげん1人とねこ1匹（とみた 黍）

写真加工講座（パパ）
069.4 ただいま収蔵品整理中!（鷹取 ゆう） 【芸術・スポーツ】

726.1 モチ田とカトちゃん100ものがたり（esk）
【哲学】 751.1 47都道府県・やきもの百科（神崎 宣武）

104 むかしむかしあるところに、哲学者が 759 るるぶシルバニアファミリー
やってきた。（小川 仁志） （JTBパブリッシング）

141.5 Think right（ロルフ　ドベリ） 762.1 ダーリンの進化論（高嶋 ちさ子）
146.8 マンガこころの日曜日（菅野 泰蔵著） 789.6 馬場馬術の美しい騎座（Anja Beran）
159 今日も言い訳しながら生きてます

（ハ　ワン） 【言語】
159 小さなことにくよくよしない88の方法 816 一瞬で伝わる神ワザ!文章力大全

（リチャード　カールソン） （ビジネスフレームワーク研究所）
159 人生を変える33の質問（ワタナベ 薫） 816.6 季節と気持ちを上手に伝える手紙の書き方

マナー&文例集（杉本 祐子）
【歴史】

210.0 古文書への招待（日本古文書学会） 【文学】
253.0 戦争の歌がきこえる（佐藤 由美子） 910.2 文豪ナビ司馬遼太郎（新潮文庫）

910.2 宮沢賢治論（岡村 民夫）
【社会科学】

336.4 損する言い方得する言い方（谷 厚志） （随筆）
361.4 あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 914.6 こころの散歩（五木 寛之）

（森山 至貴） 914.6 命とられるわけじゃない（村山 由佳）
361.5 どこへ行っても恥をかかない世界の 914.6 さよなら、ながいくん。（川上 弘美）

「常識」図鑑（御手洗 昭治） 915.6 開高健とオーパ!を歩く（菊池 治男）
366.2 おじさんは、地味な資格で稼いでく。

（佐藤 敦規） （外国文学）
370.4 だから、みんなちがっていい B404 自然界における左と右下

（高濱 正伸） （マーティン　ガードナー）
372.1 学校が「とまった」日（中原 淳） B404 自然界における左と右上
372.1 教育委員会が本気出したらスゴかった。 （マーティン　ガードナー）

（佐藤 明彦） BF わたしは告白ができない。（櫻 いいよ）
384.5 ぼくらの60～70年代宝箱（黒沢 哲哉） BF カチカチ山殺人事件（伴野 朗）
386.1 奇祭巡礼（北條 秀司） F クメールの瞳（斉藤 詠一）

F 本日も晴天なり（梶 よう子）
【自然科学】 F 正欲（朝井 リョウ）

489.5 砂漠の天使スナネコ（学研プラス） F 沙林（帚木 蓬生）
F Story for you（講談社）

（医学・薬学） F 魂手形（宮部 みゆき）
491.3 スマホ脳（アンデシュ　ハンセン） F 半逆光（谷村 志穂）
498.1 大切な人が入院・手術になったときの F 花下に舞う（あさの あつこ）

病気の値段がわかる本（御喜 千代） F ドキュメント（湊 かなえ）
F キネマの神様（原田 マハ）

【技術】 F なごり雪（新堂 冬樹）
517.2 水の大陸アジア（スニール　アムリス） F 猫沼（笙野 頼子）

F 霧にたたずむ花嫁（赤川 次郎）
（家政学・生活科学） F 今夜、もし僕が死ななければ

596 祥子さんこの知恵、いただきます （浅原 ナオト）
（村上 祥子） F 不可逆少年（五十嵐 律人）

599.0 「どんなときでも味方だよ」って F ゲンさんとソウさん（松下 隆一）
伝えたい!（さざなみ）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）



【いきかた】
123 孔子先生が教えるこども論語（ペズル） 【えほん】

E うそ（谷川 俊太郎）
【しゃかい】 E へんしんどうぶつえん（あきやま ただし）

361 マンガでわかる世の中の「ウソ」から E おかあさんにおはなししたいこと
身を守る（下村 健一） （東京大学下山晴彦研究室）

371 明日、学校へ行きたくない（茂木 健一郎） E ポンポとポコポ春のぎょうじ
383 ドラえもん探究ワールド地理が学べる （かなざわ まこと）

世界の家づくり（藤子　F　不二雄） E もふもふちゃん（ひらぎ みつえ）
E はるのひ（小池 アミイゴ　）

【りか】 E ハナペタン（そうま こうへい）
404 ジュニア空想科学読本15（柳田 理科雄） E クマとこぐまのコンサート
474 いつでもどこでもきのこ（保坂 健太郎） （デイビッド　リッチフィールド）
480 動物の仕事をするには?（さがわ ゆめこ） E 111本の木（リナ　シン）

E いえのなかといえのそとで
【こうぎょう】 （レウィン ファム）

517 いま「水」を考える2（沖 大幹） E むしゃむしゃたべたらおいしいぞ
590 プロから学ぶ修理ずかん2（フレーベル館） （みやにし たつや　）

E でんしゃとしょかん（深山 さくら）
【ことば】 E しげちゃんのはつこい（室井 滋）

778 アニメコミックおしりたんてい6 E オサム（谷川 俊太郎）
（ポプラ社） E かわいいうそ（Lommy　）

721 国芳と仙厓（金子 信久） E そこでしちゃダメ!（ジーン　ウィリス）
E パンどろぼうvsにせパンどろぼう

（日本のおはなし） （柴田 ケイコ）
913 3分間サバイバル（粟生 こずえ） E もぐらどろぼう（桂 文我）
913 わたしの気になるあの子 E にゃんにゃんにゃんたのおくりもの

（朝比奈 蓉子） （あいにゃん）
913 でんごんゲーム（宮下 すずか）
913 がっこうのおばけずかん（斉藤 洋）
913 つくしちゃんとおねえちゃん

（いとう みく）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

「教育委員会が本気出したらスゴかった。」 佐藤 明彦・作
コロナ禍の2020年４月。日本中の学校が休校で「機能不全」に追い込まれ

る中、熊本市は約４万7000人もの児童生徒にオンライン授業を実現した。

これほどまで大規模なオンライン授業は、国内の自治体では前例がなく、

全国で「熊本市の奇跡」と驚きの声があがった。

端末の導入や環境の整備から、教員の研修・意識改革、保護者対応まで、

教育委員会の鬼気迫るほどの本気の取り組みに迫る。行政・教育関係者

はもちろん、ビジネスパーソンも必見の一冊！

「クマとこぐまのコンサート」 デイビッド リッチフィールド・作

クマのブラウンは、小さいときからピアノがだいすき。

森から街へ行き、大スターになりました。

けれど時はながれ、夢のような日々は終わりました。

ブラウンは引退して、ふるさとの森へ帰ることにしました。

パパになったブラウンは、森のピアノを見つけたこぐまにむかしの話を

します。

パパのかなしい顔を見て、こぐまはあることを思いつきました・・・。


