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7月28日付で入った新着図書110冊の

分類別一覧です。

図書の背についている丸い青のシールが

目印です。

京極町 ”みんなの図書館 ”湧学館



【哲学】 （医学・薬学）
140.4 生物学的に、しょうがない!（石川 幹人） 493.7 大人の発達障害（加藤 俊徳）
146.8 わたしの心が傷つかないように（ソルレダ） 497.6 咬み合わせが気になったら読む本
148.5 とにかく「運のいい家」に住みたい! （齋藤幸彦）

（村野 弘味） 498.3 レッグレイズ健康法（野沢 秀雄）
148.8 星ひとみの「天星術」（宝島社） 498.3 自律神経が整う考え方（原田 賢）
151.4 SELFISHNESS（アイン　ランド） 498.5 グリーン・フォー・ライフ
159.7 不安な時代に踏み出すための （ヴィクトリア　ブーテンコ）

「だったらこうしてみたら?」（植松 努）
175.9 縄文神社首都圏篇（武藤 郁子） 【技術】

548.2 今すぐ使えるかんたんやさしくわかる
【歴史】 MacBook入門（技術評論社編集部）

B289.1 20歳(はたち)のソウル（中井 由梨子） 588.5 日本酒のおいしさのヒミツがよくわかる本
289.3 13歳からのレイチェル・カーソン（上遠恵子） （葉石 かおり）
290.8 奇界遺産3（佐藤 健寿著） 589.7 毎日がもっと輝くみんなの文具術
290.9 旅がくれたもの（蔵前 仁一） （日本能率協会マネジメントセンター）
291.0 終着駅の日は暮れて（服部 夏生）
291.1 近世蝦夷地の地域情報（米家 志乃布） （家政学・生活科学）
291.1 ご当地絶景北海道（昭文社） 595.5 眉の本（レイナ）

596 ぶたやまかあさんのやり過ごしごはん
【社会科学】 （やまもと しま）

324.7 税理士が見つけた!本当は怖い相続の失敗 596 宇宙一ずぼら絶品めし（だれウマ）
事例64（徳田 孝司） 596 手軽においしく発酵食のレシピ（真野 遙）

327.8 18・19歳非行少年は、厳罰化で立ち直れるか 596 業務スーパーに行こう!2021（双葉社）
（片山 徒有集代表） 596.3 おいしい!かんたん!オートミールで

335 仕方なくパートで働く普通の主婦が起業する本 キレイやせレシピ（大越 郷子）
（小桧山 美由紀） 596.6 糖質オフの幸せスイーツ（安田 洋子）

336.1 アカン!DX（木村 岳史） 596.7 飲食店のためのドリンクの教科書
336.4 LGBTはじめての労務管理対応マニュアル （片倉康博）

（森 伸恵） 598.2 母になるために大切にしたい妊活の習慣
338.2 大暴落!（澤上 篤人） （服部 雄志）
361.4 ストレス0の雑談（井上 智介） 599 あそびアイデアBOOK（開 一夫）
367.4 別れてもふたりで子育て（しばはし 聡子） 599.0 おやまさんちの愉快なる365日（おやま）
379.9 子どもの幸せを一番に考えるのをやめなさい

（陰山 英男） 【産業】
694.6 60代からはじめるシニアスマホ入門

【自然科学】 2021年版（マイウェイ出版）
448.9 方向音痴って、なおるんですか?（吉玉 サキ）
457.8 恐竜・古生物に聞く第6の大絶滅、君たち

<人類>はどう生きる?（土屋 健）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

早産、糖尿病、肺炎、認知症、脳梗塞・・・まさか原因に「歯周病」が

影響していたなんて！？

本書ではワイヤー矯正だけでなく、裏側矯正やマウスピース矯正など多様

な矯正方法についても解説しています。

人生１００年時代、自分の歯で美味しくものを食べ続けるために、美しい

歯並びと、しっかり噛めるかみ合わせを手に入れませんか。

「かみ合わせが気になったら読む本」

齋藤幸彦・著



【芸術・スポーツ】 914.6 養老先生のさかさま人間学（養老 孟司）
704 影の不思議（ウィリアム　ヴォーン） 914.6 目覚めていく言葉（岡野 絵里子）
726.6 みにくいマルコ（にしの あきひろ）
728.2 これでおしまい（篠田 桃紅） （外国文学）
760.9 音楽ストリーミング～サブスク&ライブ配信 923.7 三体3[上]（劉 慈欣）

～再生ガイド（ステレオサウンド） 923.7 三体3[下]（劉 慈欣）
779.1 母ちゃんのフラフープ（田村 淳）
786.1 地図アプリで始める山の地図読み（佐々木亨） （読み物）
797.5 麻雀技術の教科書 何切るドリル（井出 洋介） BF 私の夫は冷凍庫に眠っている（八月 美咲）

BF 金の角持つ子どもたち（藤岡 陽子）
【言語】 F 仮面（伊岡 瞬）

837.8 話すための英作文1秒反射トレーニング F 遠(とおくの)巷説百物語（京極 夏彦）
（阿部 一） F 婿どの相逢席（西條 奈加）
【文学】 F あなたにオススメの（本谷 有希子）

910.2 文豪たちの断謝離（豊岡 昭彦） F 長い一日（滝口 悠生）
B911.4 きみまろ「夫婦川柳」傑作選3 F 万事快調(オール・グリーンズ)（波木 銅）

（綾小路 きみまろ） F invert（相沢 沙呼）
F 我が産声を聞きに（白石 一文）

（随筆） F 一夜の夢（佐伯 泰英）
914.6 アガワ流生きるピント（阿川 佐和子） F 朔が満ちる（窪 美澄）
914.6 絵本作家の森のいえ便り（accototo） F 雪の朝の約束（木澤 千）

F いつかたどりつく空の下（八幡 橙）

手軽においしく発酵食のレシピ（真野 遙）

【れきし】 【絵本】
280 オタク偉人伝（小川 晶子） E ムーミン一家の海の冒険（トーベ ヤンソン）

E ぱったんして（松田 奈那子）
【りか】 E 子どもの本で平和をつくる

487 ツッコミたくなるおさかな図鑑 （キャシー　スティンソン）
（さかなのおにいさんかわちゃん） E ぼくは川のように話す

（ジョーダン　スコット）
【げいじゅつ】 E 街どろぼう（junaida）

750 ガールズクラフトBOOK（はっとり みどり） E ナキウサギの山（本田 哲也）
E へんしんへんしんフルーツポンチ

【おはなし】 （山本祐司）
（日本のおはなし） E おふろひえてます（とよた かずひこ　）

913 青く塗りつぶせ（阿部 夏丸） E くっくのおてつだい（中島 和子）
913 31センチの約束（嘉悦 洋） E よるがとんでゆく（熊八木 ちさ）
913 オイモはときどきいなくなる（田中 哲弥） E ドン・ウッサ グッスリだいぼうけん!
913 おねえちゃんって、ちょっぴりせのび! （キューライス）

（いとう みく） E パパとタイガのとびっきりキャンプ!
913 5分で読書（ますだ じゅん） （セバスチャン　ブラウン）
913 5分で読書（秦本 幸弥） E トマトの森では…（フィリケえつこ　）
913 サマークエスト（北山 千尋） E つちのこをさがせ!（塚本 やすし）
913 森の歌が聞こえる（小手鞠 るい） E おうちジャングル（ももろ）
913 庭（小手鞠 るい） E 空き家（有田 奈央）

E わたしはじゅういさん
（海外のおはなし） （ドナータ　クアリオッティ）

933 ぼくの弱虫をなおすには（K.L.ゴーイング） E たすひくねこ（にわ）
933 クモのアナンシ（フィリップM.シャーロック） E お化けの猛暑日（川端 誠）

E せんろをまもる!ドクターイエロー
（鎌田 歩）

E もしものくに（馬場 のぼる）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）


