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8月31日付で入った新着図書１１２冊

（一般書８４冊、児童書２８冊）の分類別一覧です。

図書の背についている丸い紫のシールが目印です。

京極町 ”みんなの図書館 ”湧学館



【総記】 492.5 治りたければ3時間湯ぶねにつかりなさい!
069 博物館の世界（栗原 祐司） （小川 秀夫）

493.2 身近な人の突然死・寝たきりを防ぐ心臓と
【哲学】 脳の正しいケア（鈩 裕和　）

141.6 怒りの扱い方大全（戸田 久実） 493.9 はじめてママ&パパの子どもの栄養
141.6 好きなひとに愛される心理学（植西 聰） （深津 章子）
141.6 スタンフォード大学の共感の授業 496 ハーバード×スタンフォードの眼科医が教え

（ジャミール　ザキ） る放っておくと怖い目の症状25（梶原 一人）
145.1 無意識のすごい見える化（梯谷 幸司） 496.4 1日3分楽しむだけで勝手に目がよくなる!
147 あなたの部屋がパワースポットに変わる本 ガボール・アイ（平松 類）

（神木 優里） 498 さいごはおうちで（永井 康徳）
147 死る旅（松原 タニシ） 498.3 シニアのクイズ&間違いさがしで楽しく脳トレ
159.7 高校生しなくてもいいこと（渡辺 憲司） （脳トレーニング研究会）

498.3 どうしたらストレスフリーに生きられますか?
【歴史】 （堀田 秀吾）

202.5 沈没船博士、海の底で歴史の謎を追う 498.4 ビジネスパーソンのための低気圧不調に
（山舩 晃太郎） 打ち勝つ12の習慣（佐藤 純）

209.3 超太古、世界はカラ族と縄文神代文字で 498.5 キャラでわかる!はじめての栄養素図鑑
一つに結ばれていた（高橋 良典） （田中 明）

280.4 世にも奇妙な「世界死」大全（遠海 総一） 498.5 発酵アズキレシピ（栗生 隆子）
289.3 奇跡の地図を作った男（下山 晃）
290.9 漂流者は何を食べていたか（椎名 誠） 【技術】

507.9 こびとの世界（Mozu）
【社会科学】 588.5 古酒巡礼（秋津 壽翁）

336.4 マッキンゼー式人を動かす話し方（赤羽雄二）
336.4 その気遣い、むしろ無礼になってます! （家政学・生活科学）

（三上 ナナエ） 594.2 刺しゅうのレッスンと図案集（アトリエFil）
338.1 マンガでわかるバフェットの投資術（濱本明）594.2 ミニオンズ刺しゅう（アップルミンツ）
338.8 55歳からでも失敗しない投資のルール 596 やせる高たんぱくレシピ100（工藤 孝文）

（五十嵐 修平） 596.6 はじめまして韓国カフェスイーツ（福本美樹）
366.2 資格取り方選び方全ガイド2023年版 598.2 自分で名付ける（松田 青子）

（高橋書店編集部） 598.2 出産に「痛み」はいらない（岩本 英煕）
367.1 限界から始まる（上野 千鶴子） 599.9 最新Go!Go!トイレトレーニング（主婦の友社）
367.2 ぜんぶ運命だったんかい（笛美）
367.2 マチズモを削り取れ（武田 砂鉄） 【産業】
B368.6 もう時効だから、すべて話そうか 601.1 六方よし経営（藻谷 ゆかり）

（一橋 文哉）
369.2 離れて暮らす親に介護が必要になった 【芸術・スポーツ】

ときに読む本（KADOKAWA） 726.1 いまを生き抜くマンガの言葉（池田書店）
369.2 障害者家族の老いる権利（田中 智子） 748 酒蔵50景第4集（今泉 忠淳）
379.7 無敵の独学術（ひろゆき） 783.7 投球技術の極意（大利 実）
379.9 アドラー心理学 愛と勇気づけの子育て 787.1 知識ゼロからの釣り入門

（岩井 俊憲） （つり具の上州屋東大和店）
379.9 「人に迷惑をかけるな」と言ってはいけない

（坪田 信貴） 【言語】
379.9 お母さんが知らない伸びる子の意外な行動 809.2 一生使えるポジティブ言い換え言葉

（齋藤 浩） （えらせん）
388 神秘のユニコーン事典（Rustica Éditions）

【文学】
【自然科学】 （随筆）

423 数学ガールの物理ノート（結城 浩） 914.6 九十八歳。戦いやまず日は暮れず（佐藤愛子）
467.5 感覚が生物を進化させた（実重 重実） 914.6 沼で溺れてみたけれど（ひら りさ）

B915.6 旅先のオバケ（椎名 誠）
（医学・薬学） 916 結婚してから同じ布団で寝てません

491.3 開かれたパンドラの箱（今井 眞一郎） （小池 ぬーみん）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）



（外国文学） F たまごの旅人（近藤 史恵）
933.7 飢渇の人（エドワード　ケアリー） F ブランド（吉田 修一）

F 兇人邸の殺人（今村 昌弘）
（読み物） F 霧をはらう（雫井 脩介）

BF ゆびさき怪談（岩城 裕明） F 噂を売る男（梶 よう子）
F 暮鐘（今野 敏） F 能面検事の奮迅（中山 七里）
F 存在しない時間の中で（山田 宗樹） F 星のように離れて雨のように散った
F 夜ごとの才女（赤川 次郎） （島本 理生）
F シークレット・エクスプレス（真保 裕一） F 貝に続く場所にて（石沢 麻依）
F 陰陽師水龍ノ巻（夢枕 獏） F スモールワールズ（一穂 ミチ）
F 結（大島 真寿美） F 氷柱の声（くどう れいん）
F 怪談まみれ（深津 さくら）
F 巨鳥の影（長岡 弘樹） 【地域資料（郷土資料）】
F 硝子の塔の殺人（知念 実希人） H291.1 しっぽのある温泉（舘浦 あざらし）

【しゃかい】 913 5分で読書（カドカワ読書タイム）
383 ドラえもん探究ワールド衣服と制服のひみつ 913 おまつりのおばけずかん（斉藤 洋）

（藤子　F　不二雄）
（海外のおはなし）

【りか】 933 くしゃみおじさん（オルガ　カブラル）
445 火星は…（スザンヌ　スレード） 933 暗号クラブ19（ペニー　ワーナー）
480 ドラえもん探究ワールド動物園のなぞ

刺しゅうのレッスンと図案集（アトリエFil） （藤子　F　不二雄）
481 いきものたちのサバイバル子育て図鑑 【えほん】

（小菅 正夫） E アニマルバスとくものうえ（あさの ますみ）
483 ゆるゆるクラゲ・プランクトン図鑑（和音） E エリンとまっくろ岩のひみつ

（ジョー　トッド=スタントン）
【こうぎょう】 E 止めなくちゃ!気候変動（ニール　レイトン）

504 ドラえもん科学ワールド未来をつくる生き物 E どんなはながさく?（きのした けい）
と技術（藤子　F　不二雄） E おまたせまちあわせ（宮野 聡子）

E おやすみとおはようのあいだ
【げいじゅつ】 （スギヤマ カナヨ）

750 図画工作deたのしい作品づくり E モンスターだって、おかたづけする!
 うごくおもちゃ（柴田 芳作） （ジェシカ　マルティネロ）

E たべものどれがすき（ひかりのくに）
【おはなし】 E のりものどれがすき（ひかりのくに）
（日本のおはなし） E どうぶつどれがすき（ひかりのくに）

913 ラストで君は「まさか!」と言う素敵な E 秋（かこ さとし）
カン違い（PHP研究所） E ふうせんとはりねずみ（新井 洋行）

913 5秒後に意外な結末（桃戸 ハル）
913 1話3分こわい家、あります。3（藍沢 羽衣） 【ほっかいどうの本】
913 家族セッション（辻 みゆき） HE やかんひこう（やまだ なおと）

九十八歳。戦いやまず日は暮れず（佐藤愛子）

有名な掲示板・２ちゃんねるを独学で開設したひろゆき氏。

周りからはニートと言われながらも20代半ばで億単位を稼ぎます。正攻法

で損をしてしまう、いつも要領が悪くて悔しい想いをしている方。この本を

読んで、気軽に気楽に生きてみませんか？

「無敵の独学術」 ひろゆき・著

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）


