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6月16日付で入った新着図書142冊の

分類別一覧です。

図書の背についている丸い緑色の

シールが目印です。

京極町 ”みんなの図書館 ”湧学館



【総記】 496.7 鼻専門医が教える「熟睡」を手にする
007.1 おバカな答えもAIしてる（ジャネル　シェイン） 最高の方法（黄川田 徹）
007.3 SEのトリセツ（津田 徹） 499.3 自律神経が整うヒーリングフォト
021.3 「文章起業」で月100万円稼ぐ!（藤原 将） （小林 弘幸）
049 明日から使えるトキメキフラグ図鑑（茶んた） 498.3 シニアのクイズ&パズルで楽しく脳トレ

（脳トレーニング研究会）
【哲学】 498.5 トロント最高の医師が教える世界最強の

147 妻は見えるひとでした（小野寺S一貴） ファスティング（ジェイソン　ファン）
148.8 命日占い（かげした 真由子） 498.8 ストレス社会で「考えなくていいこと」リスト
148.8 幸せ上手さん習慣（星 ひとみ） （井上 智介）
159 非常識に生きる（堀江 貴文）
159 ストレスをぶっ飛ばす言葉（精神科医Tomy） 【技術】
159 世界一しあわせなフィンランド人は、 507.9 吉本プラモデル部活動記（吉本プラモデル部）

幸福を追い求めない（フランク　マルテラ） 538.7 戦闘機年鑑（青木 謙知）
159.6 自分をもっと大切に（堀口 雅子） 543.5 ごめんなさい、ずっと噓をついてきました。

（加藤 就一）
【歴史】 548.4 初心者からちゃんとしたプロになるPHP基礎入門

291 大きくてよくわかる全国の御城印+武将印 （柏岡 秀男）
（淡交社編集局） （家政学・生活科学）

590.4 主婦業9割削減宣言（唐仁原 けいこ）
【社会科学】 596 悪魔の食べ合わせレシピ（鈴木 隆一）

327 塀の中の残念なおとな図鑑（美達 大和） 596 イカす!よっちゃんレシピBOOK
328 ひとりぼっちが怖かった（朝日新聞社会部） （よっちゃん食品工業株式会社）
330 がんばってるのになぜ僕らは 596.3 さばいていくっ!（きまぐれクック）

豊かになれないのか（井上 純一） 596.7 無職、ときどきハイボール（酒村 ゆっけ）
334 シミュレーション教材「ひょうたん島問題」599 はじまりのこえ（橘 こころ）

（藤原 孝章） 599.4 マンガで読むぐっすり眠る赤ちゃんの寝かせ方
345 難しいこと分からなくてもフリーランスが （愛波 文）

お得に節税できる申告の仕方 【産業】
教えてください!（益田 あゆみ） 611.9 地獄の田舎暮らし（柴田 剛）

361 気弱さんのための言いにくいモノの言い方 645.7 ねこ活はじめました（オキ エイコ）
（五百田 達成） 659 狩猟を仕事にするための本（東雲 輝之）

367 なんで家族を続けるの?（内田 也哉子） 686.5 利用者“0”人駅（西崎 さいき）
368 おひとりさまの認知症（高瀬 義昌）
369 キツネ目（岩瀬 達哉） 【芸術・スポーツ】
369 男が介護する（津止 正敏） 726.1 エルメスの道（竹宮 惠子）
369 おしゃれ防災アイデア帖（Misa） 726.1 呪術廻戦特級呪霊解析禁書（ムック）
369 わかな十五歳（わかな） 726.5 うまく描くの禁止（さいとう なおき）
369 見えない妊娠クライシス（佐藤 拓代） 726.5 『鬼滅の刃』吾峠呼世晴画集-幾星霜-
377 通信制高校があるじゃん! （吾峠 呼世晴）

726.6 おじさん日記（RYO OGATA）
【自然科学】 759 昭和アニメカードクロニクル（堤 哲哉）

440 ものの大きさ（須藤 靖） 767.8 ボクは食器洗いをやっていただけで、
452 なぞとき深海1万メートル（蒲生 俊敬） 家事をやっていなかった。（土屋 礼央）

（医学・薬学） 779.9 我が師・志村けん（乾き亭 げそ太郎）
491 死とは何か（ニュートン別冊） 783.4 徹する力（明神 智和）
493 花粉症と人類（小塩 海平）
493 足の先生!足のむくみ、だるさ、冷え、 【言語】

下肢静脈瘤どうすればラクになるか 809.2 マンガでわかる話すチカラ（齋藤 孝）
教えてください。（長崎 和仁）

496 敏感すぎる人のいつものしんどい疲れが
すーっとラクになる本（長沼 睦雄）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）



【文学】
（随筆）

916 東京ディストピア日記（桜庭 一樹）
916 じいじ、最期まで看るからね（高橋 里華）

（読み物）
ＢF やわらかな足で人魚は（香月 夕花）
ＢF おばさん探偵ミス・メープル（柊坂 明日子）
ＢF かすがい食堂（伽古屋 圭市）
ＢF わたし、定時で帰ります。（朱野 帰子）
F 百合中毒（井上 荒野）
F ブックキーパー脳男（首藤 瓜於）
F わたし、定時で帰ります。（朱野 帰子）
F 破天荒（高杉 良）
F 緑陰深きところ（遠田 潤子）
F われらの世紀（真藤 順丈）
F にぎやかな落日（朝倉 かすみ）
F エレジーは流れない（三浦 しをん）
F めぐりんと私。（大崎 梢）
F 小島（小山田 浩子）
F 小説8050（林 真理子）
F 臨床の砦（夏川 草介）
F ひきなみ（千早 茜）
F 小説しろひげ在宅診療所（山中 光茂）
F 1話3分で驚きの結末!大どんでん返しの物語

（『このミステリーがすごい!』編集部）
F こころ（夏目 漱石）
F 未来の私へ贈る、君と紡ぐ今日の物語

（蒼井 紬希）
F レッドネック（相場 英雄）
F なぜ秀吉は（門井 慶喜）
F ヒポクラテスの悔恨（中山 七里）
F 己丑の大火（佐伯 泰英）
F 星落ちて、なお（澤田 瞳子）
F 貴方のために綴る18の物語（岡崎 琢磨）
F 植物忌（星野 智幸）
F カード師（中村 文則）
F 非弁護人（月村 了衛）
F 博覧男爵（志川 節子）
F 春を待つ（松下 隆一）

（外国文学）
929 家にいるのに家に帰りたい（クォン ラビン）
934 アナと雪の女王エピソード0（マリ　マンクーシ）
934 クララとお日さま（カズオ　イシグロ）
934 宇宙の春（ケン　リュウ）

【地域資料・郷土資料】
H291.1 るるぶ北海道（ジェイティビィパブリッシング）

「SEのトリセツ」 著： 津田 徹

システムエンジニア(SE)になりたい人・SEに仕事

を依頼している人、ビジネス上に関係のある人が

知っておきたいSEの生態を解説

’楽して稼げるＪＯＢは無し’

「妻は見えるひとでした」 著 ： 小野寺S一貴

神様、世界はこんなにも素晴らしい!

幼いころから、その能力のために苦悩してきた妻のワカ。

しかし、そんな妻を救ったのも、その能力でした。

これは実話を基にした再生の物語。

そう見えない物の中にこそ本当の真実がある・・・

「イカす! よっちゃんレシピBOOK」

著 ： よっちゃん食品工業 株式会社

子供から大人まで、長年愛されつづけ

ている駄菓子 【 よっちゃんイカ 】 初

めてのレシピブック誕生!!

カンタン!美味しい!楽しい! 作ってみた

くなる、大満腹の48品★

ほんとうに

美味いのかっつ？

でも以外に

いけるかも・・・

親友Kを裏切って好きな女性と結婚した罪を負う先

生の行く末には絶望と死しかない。「こころ」という

タイトルに包まれた明治の孤独な精神の苦悩には

百年たった今も解決の道はなく、読者のこころを惹

きつけてやまない。今も寂れない孤高の一冊。

「こころ」 著 ：夏目漱石



【いきかた】 【えほん】
123 孔子先生が教えるこども論語（ペズル） E ふまんばかりのメシュカおばさん

（キャロル　チャップマン）
【しゃかい】 E すてきなひとりぼっち（なかがわ ちひろ）

361 マンガでわかる世の中の「ウソ」から身を守る E ぼくとがっこう（谷川 俊太郎）
（下村 健一） E ‘めんどくさい'はSOS

371 明日、学校へ行きたくない（茂木 健一郎） （東京大学下山晴彦研究室子どものための
383 ドラえもん探究ワールド地理が学べる世界の家づくり 認知行動療法プロジェクト）

（藤子　F　不二雄） E すやすやすーすーおやすみさん（フフフーン）
E おいでおいで…（中村 まさみ ）

【りか】 E 笑顔が守った命（あいはら ひろゆき）
404 ジュニア空想科学読本（柳田 理科雄） E いないいないベー（あきやま かぜさぶろう）
474 いつでもどこでもきのこ（保坂 健太郎） E ひそひそ こしょこしょ（うちむら たかし）
480 だれの子?（坂東 元） E たいせつな気づき（Tomos Roberts）
480 動物の仕事をするには?（さがわ ゆめこ） E にげてさがして（ヨシタケ シンスケ）
481 池の水なぜぬくの?（安斉 俊） E ももんちゃんどこへいくのかな?（とよた かずひこ）
491 いちばんやさしい「脳」の絵本（ベティナ　イップ） E ぼくのがっこう（鈴木 のりたけ）

E モグラのモーとグーとラーコ（みやにし たつや）
【こうぎょう】 E おやまでテント（ゆーち みえこ）

517 いま「水」を考える（沖 大幹） E ドガさんをおいかけて（エヴァ　モンタナーリ）
519 持続的な社会を考える新しい環境問題（古沢 広祐） E おまけのじかんだね（松田 もとこ）
590 プロから学ぶ修理ずかん（フレーベル館） E あなたのすてきなところはね（玉置 永吉）

E ありえない!（エリック　カール）
【おはなし】 E なんでもない（鈴木 のりたけ）
（日本のおはなし）

913 神さまの通り道（村上 しいこ）
913 ノラネコぐんだんと金色の魔法使い（工藤 ノリコ）
913 三毛猫ホームズの水泳教室（赤川 次郎）
913 おしゃべり森のものがたり（小手鞠 るい）
913 絶滅世界（大久保 開）
913 5分後に意外な結末Q（桃戸 ハル）

（海外のおはなし）
933 春のウサギ（ケヴィン　ヘンクス）
949 ゴリランとわたし（フリーダ　ニルソン）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

『鋼の錬金術師（はがねのれんきんじゅつし』

のマスタング大佐は、指パッチンで炎を出し

ます。

実際（じっさい）に出来ますか？

『ジョジョの奇妙（きみょう）な冒険』で、身体

が磁石になってしまうスタンドがありました。

実際そうなったら大変ですか？この本を読

めば、謎（なぞ）が解けるかも。

「ジュニア空想科学読本15」

著 ： 柳田 理科雄

じつは、だれでもみんな、ひとりぼっち

です。

そしてひとりぼっちのときに、宝物をた

くさんみつけます。

ほんとうですよ。あなたもたしかめてみ

てください。

「すてきなひとりぼっち」

著 ： なかがわちひろ


