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6月30日付で入った新着図書163冊の

分類別一覧です。

図書の背についている丸いピンク色の

シールが目印です。

京極町 ”みんなの図書館 ”湧学館



【総記】 367.9 マンガでわかるLGBTQ+（パレットーク）
007.3 ネット中傷駆け込み寺（佐藤 佳弘） 368.2 コロナ禍、貧困の記録（雨宮 処凛）
019.9 あの人が好きって言うから…有名人の愛読書 369 アドボカシーってなに?（栄留 里美）

50冊読んでみた（ブルボン小林） 369.3 あの日、あの時、あの思い　　　　　　　　
（宮城県警察退職者有志の会）

【哲学】 374.9 教室でも楽しめる!みんなでZoomあそび!　　
104 日本人がよく使う何気ない言葉には、「美しい （桂 聖著）

生き方のヒント」が隠されている。 375.4 校庭の雑草（岩瀬 徹）
（小川 仁志） 376.1 「自分が好きな子」になる子育て　　　　　

104 見えない世界を可視化する「哲学地図」　 （宮本 覚道）
　（河本 英夫） 379.9 子どもの長所を伸ばす5つの習慣

133.5 バートランド・ラッセル幸福論（小川 仁志） （石田 勝紀）　　　　　
141.6 生贄探し（中野 信子） 379.9 神子育て（星 渉）
146.8 あれこれ気にしすぎて疲れてしまう人へ　　 388.1 桃太郎の発生（花部 英雄）

（清水 栄司）
147 保護犬タック命の奇蹟（ゆりあ） 【自然科学】
148.5 シウマさんの琉球風水開運術!（シウマ） 417.6 世界の猫はざっくり何匹?
159 なんか勝手に人生がよくなるやめることリスト （ロブ　イースタウェイ）

（本田 晃一） 440.1 彼らはどこにいるのか（キース クーパー）
159.4 なぜ、学ぶ習慣のある人は強いのか?　

（土屋 裕介） 457.8 日本のアンモナイト（大八木 和久）
159.4 ワーママはるのライフシフト習慣術　　　　 460 生物はなぜ死ぬのか（小林 武彦）

（尾石 晴） B467.5 理不尽な進化（吉川 浩満）
188.8 となりの一休さん（伊野 孝行） 469 人間の本質にせまる科学（井原 泰雄）

480.7 もっふもふ!（那須どうぶつ王国）
【歴史】

210.2 土偶を読む（竹倉 史人） （医学・薬学）
289.1 俺の上には空がある広い空が（桜井 昌司） B491.3 脳にはバグがひそんでる（D.ブオノマーノ）
289.1 一歩ふみだす勇気（高橋 惇） 493.4 ガス腹スッキリ治す最強極意（マキノ出版）
290.9 k.m.p.の、旅したくてぐるぐる。　　　　 493.7 マンガでわかる!認知症の人が見ている

（k.m.p.ブックデザイン） 世界（川畑 智）
291.1 札幌特別編集版日帰り大人の小さな旅　　　 493.7 あなたが死にたいのは、死ぬほど頑張って

（昭文社） 生きているから（平 光源）
【社会科学】 494.5 腫瘍内科医が教えるがんになったらすべき

330 先生、お金持ちになるにはどうしたらいい 対策大全2021年最新版（渡邊 清高）
ですか?（奥野 一成） 494.8 なぜサーファーにハゲはいないのか

336.2 脱!残念な考え方（幸本 陽平） （渡辺 新）
336.3 感情マネジメント（池照 佳代） 494.9 日本の男性不妊（竹家 一美）
336.4 ドイツ人はなぜ、毎日出社しなくても世界一 498.3 老けない人は何が違うのか（山岸 昌一）

成果を出せるのか（熊谷 徹） 498.5 最強の食事術お得技ベストセレクション
361.4 やさしい異文化理解（加藤 優子） 2021最新版（晋遊舎）
364.6 10分でわかる得する年金のもらい方 498.5 カラダにやさしいコンビニごはん100

（田中 章二） （平澤 芳恵）
366.3 男性育休の教科書（日経xwoman） 498.5 誤嚥性肺炎を防ぐ安心ごはん（菊谷 武）
367.1 フェミニストってわけじゃないけど、どこか 498.6 「女医」カリン・ラコンブ

感じる違和感について（パク ウンジ） （カリン ラコンブ）
367.1 まんが子どものいない私たちの生き方

（森下 えみこ） 【技術】
367.4 誰も教えてくれなかった「離婚」しないため 536.8 折りたたみ自転車&スモールバイク

の「結婚」の基本（後藤 千絵） カタログ2021（辰巳出版）
367.7 ゆる終活のための親にかけたい55の言葉　　 538.9 るるぶ宇宙（林 公代）

（奥山 晶子）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）



（家政学・生活科学） 837.8 SNOOPYの英会話（チャールズ M.シュルツ）
590.4 なぜ妻は「手伝う」と怒るのか（佐光 紀子）
591 しあわせ貯金生活（ぽち。） 【文学】
591 中高生からの親子で学ぶおかね入門 （随筆）

（前野 彩） 914.6 無意味とスカシカシパン（春日 武彦）
596 業務スーパー120%活用法（業務田 スー子） B914.6 どうやらオレたち、いずれ死ぬっつーじゃ
596.3 おからのおかず（日本乾燥おから協会） ないですか（みうら じゅん）
596.6 アーモンドだから、おいしい（下園 昌江） 917 愛に始まり、愛に終わる（瀬戸内 寂聴）
596.7 フォトジェニック!アイスドリンク　　　　 B918.6 石の文学館（和田 博文）

（旭屋出版編集部）
599.0 せんせい、うちのコがタイヘンです。　　　 （外国文学）

（ゆままま） 953.7 30年目の待ち合わせ
（エリエット アベカシス）

【産業】
626.9 ペットボトルからはじめる水耕栽培と （読み物）

プランター菜園（はた あきひろ） BF さくら、さくら（林 真理子）
645.6 犬はあなたにこう言ってます（三浦 健太） BF わたしの忘れ物（乾 ルカ）
645.6 パグのお茶目と5匹の猫ときどきフレンチ BF 夜空に泳ぐチョコレートグラミー

ブルドッグ（ひぐち にちほ） （町田 そのこ）
645.7 猫がいてくれるから（主婦の友社） BF チルチルサクラ（いぬじゅん）
645.7 山登りねこ、ミケ（岡田 裕） BF ヤクザと家族（藤井 道人）
659 狩猟生活VOL.8(2021)（山と溪谷社） F 神の悪手（芦沢 央）
673.9 探偵はここにいる（森 秀治） F ファウンテンブルーの魔人たち

（白石 一文）
【芸術・スポーツ】 F キネマの天使（赤川 次郎）

721.2 謎解き鳥獣戯画（芸術新潮編集部） F 声の在りか（寺地 はるな）
726.1 漫画人間失格（太宰 治） F 太陽の門（赤神 諒）
726.1 沢村さん家(ち)のたのしいおしゃべり　　　 F 空の王（新野 剛志）

（益田 ミリ） F 終活の準備はお済みですか?（桂 望実）
726.1 MANGA Day to Day下（講談社） F 赤の呪縛（堂場 瞬一）
726.1 MANGA Day to Day上（講談社） F この場所であなたの名前を呼んだ
726.1 ヤマザキマリ対談集（ヤマザキ マリ） （加藤 千恵）
726.6 ターシャ・テューダー人生の楽しみ方　　　 F グッバイ・イエロー・ブリック・ロード　　

（食野 雅子） （小路 幸也）
751.4 もんとみさんが石粉粘土でつくる手のひら F 全員悪人（村井 理子）

サイズのもっちり動物（もんとみ） F 石北本線殺人の記憶（西村 京太郎）
755.5 革の技法（クラフト学園） F 5分で読める胸キュンなラストの物語　　
762.1 好きのパワーは無限大（ハラミちゃん） （ジャンプノベル編集部）
B778.2 全裸監督（本橋 信宏） F 5分で読める恐怖のラストの物語　　　　
778.2 マーベル・シネマティック・ユニバース （ジャンプノベル編集部）

ヒーローたちの言葉（上杉 隼人） F 5分で読める驚愕のラストの物語　　　　
789.2 “合気投げ”全伝（石橋 義久） （ジャンプノベル編集部）

F 100日後、きみのいない春が来る。
【言語】 （miNato）

809.2 「いいね」を言葉に変えるほめツボ辞典　　 F 依存（文縞 絵斗）
（話題の達人倶楽部） F 夜想曲…別れ（早坂 真紀）

B814 文豪の凄い語彙力（山口 謠司）
827.8 長草くんと李姉妹のまるっと♡話せる 中国語 【大型本】

（BLOCK12） L143.5 女の取扱説明書（姫野 友美）
830.4 英語でユーモア（小西 丹） L597.5 カツオが磯野家を片づける日（渡部 亜矢）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）



【いきかた】 【えほん】
140 じんべえさんのんびり心理テスト E もりの100かいだてのいえ（いわい としお）

（サンエックス株式会社） E どろんこおばけになりたいな（内田麟太郎）
E アインシュタイン（トーベン　クールマン）

【しゃかい】 E 天の岩戸アマテラス（飯野 和好）
333 大人も知らない!?SDGsなぜなにクイズ図鑑 E アレッポのキャットマン
371 （笹谷 秀光） （アイリーン　レイサム）

E ポンポとポコポ夏のぎょうじ
おとなを動かす悩み相談クエスト （かなざわ まこと）
（山崎 聡一郎） E ヒカリの森の黒うさぎ にじいろのはね

（なとり ゆういちろう）
【りか】 E きれいなあめふり（ゆうき 奈周）

480 ゴリラはうんちを投げて愛を伝えるん E 音楽をお月さまに（フィリップ　ステッド）
だってよ!!（今泉 忠明） E 二平方メートルの世界で（前田 海音）

E キオスク（アネテ　メレツェ）
【げいじゅつ】 E アンパンマンとまほうのロープ

778 アニメコミックおしりたんてい7（ポプラ社） （やなせ たかし）
798 コウペンちゃんをさがせ!!（るるてあ） E おやすみ（石津 ちひろ）

E なぁなぁ、あそぼ～!（さいとう しのぶ）
【おはなし】 E 10ぴきのおばけとおおきなふね
（日本のおはなし） （にしかわ おさむ）

913 言葉屋9（久米 絵美里） E PUI PUIモルカー 渋滞はだれのせい?
913 莉緒と古い鏡の魔法（香坂 理） （見里 朝希）
913 5分後に絆のラスト（エブリスタ） E バイバイばいきんさんてあらいのまき
913 サステナブル・ビーチ（小手鞠 るい） （たかい よしかず）
913 5分で読書（更伊 俊介） E もっかい!（エミリー　グラヴェット）
913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂15（廣嶋 玲子） E ヒカリの森の黒うさぎ だれのあしあと?
913 ルルとララのガトーショコラ （なとり ゆういちろう）
913 （あんびる やすこ） E 青のなかの青（フィオナ　ロビンソン）
920 この冬、いなくなる君へ（いぬじゅん） E いつかあなたをわすれても（桜木 紫乃）

E きつねの窓（安房 直子）
（海外のおはなし） E 進化をたどる7億年の旅

933 帰れ野生のロボット（ピーター　ブラウン） （ジョン　ウッドワード）
グッバイ・イエロー・ブリック・ロード　　 E HACHI-ハチ-（さくらば えいえつ）

E アニメおさるのジョージちしきえほん 
うちゅうへいこう（マーガレット　レイ）

カツオが磯野家を片づける日（渡部 亜矢）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

「おとなを動かす悩み相談クエスト こども六法NEXT」

山崎総一郎 監修

いじめられている事を大人に打ち明けたのに、全然解決してくれない！

それどころか「まあまあ」「悪気はないんじゃない？」「お互い様なんだから」

「男ならやり返せ！」なんて、逆に怒られてしまったりしたことはありませんか？

これらの言葉は「まあまあ言葉」といって、大人がその場をやり過ごす

ためによく使う言葉です。

大人を動かすにはどうしたらいいのかな？困りごとを解決する方法は？

そんな方は是非この本を開いてみて下さい。ほんとうに頼れる大人を見分け、

解決の力をあなたに与えてくれます！


