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8月12日付で入った新着図書８４冊の

分類別一覧です。

図書の背についている丸いオレンジの

シールが目印です。

京極町 ”みんなの図書館 ”湧学館



【総記】 （医学・薬学）
019.5 10代のための読書地図（本の雑誌編集部） 491.3 SUPERAGERS（ニール　バルジライ）

494.5 余命1年ステージ4のがんを消して
【哲学】 10年生きた私がしたこと（志澤 弘）

141.5 なぜ、あなたの思っていることはなかなか 494.8 「保湿」を変えればアトピーは治せる!
相手に伝わらないのか?（西 剛志） （続木 康伸）

148.8 過去の扉を閉じて、“私”をバージョン 494.8 白髪は防げる!（辻 敦哉）
アップする方法（Saya） 498.3 医者が教えるあなたの健康が決まる

 159 成功する人のすごいリアクション（中谷彰宏） 小さな習慣（牧田 善二）
159.6 自分サイズでいこう（hara） 498.5 ストレス脱出レシピ（姫野 友美）

498.7 産婦自殺・母子心中をなくすための
【歴史】 対応ガイド（立花 良之）

281.0 母の教え8（『財界』編集部）
291.6 奈良・飛鳥（昭文社） 【技術】

523.1 隈研吾はじまりの物語（隈 研吾）
【社会科学】

302.2 ベトナムのことがマンガで3時間でわかる本 （家政学・生活科学）
（福森 哲也） 595.5 大人の上品ツヤ肌メイク（高橋 貢）

324.6 夫婦をやめたい（南 和行） 595.5 間々田佳子のかんたん顔筋トレ
326.5 女性受刑者とわが子をつなぐ絵本の読みあい （間々田　佳子）

（村中 李衣） 599.3 最新超かんたん離乳食（太田 百合子）
364.6 年金のしくみともらい方21-22年版 599.4 ねむりの王国のクウ（弥永 英晃）

（小林労務）
366.8 広島発「技能実習生事件簿」（岩下 康子） 【産業】
367.1 私は自分のパイを求めるだけであって人類を 645.6 トイ・プードルの赤ちゃん元気&幸せに

救いにきたわけじゃない（キム ジナ） 育てる365日（高橋 徹）
367.1 女性の中年危機（スザンヌ　シュミット） 693.8 エビとカニの博物誌（大森 信）
367.3 負けるが花（小野 美世） 694.6 世界一やさしいスマートフォン
367.6 親の手で病気にされる子どもたち （インプレス）

（南部 さおり）
369.2 マンガで解決親の介護とお金が不安です 【芸術・スポーツ】

（上大岡 トメ） 726.1 ぼくのお父さん（矢部 太郎）
369.4 31cm（Japan Hair Donation & Charity） 726.5 高木ブー画集（高木 ブー）
371.4 10代の時のつらい経験、私たちはこう 726.6 海のむこうで（M.B.ゴフスタイン）

乗り越えました（しろやぎ 秋吾） 787.1 ズバリ釣れる海のルアー釣り
371.4 トラウマ返し（小野 修） （ケイエス企画）

【自然科学】 【言語】
480.4 飼育員さんのすごいこたえ 810.2 縄文語の発見（小泉 保）

（淡路ファームパークイングランドの丘）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

いま、医学はすごいスピードで進化しています。

なんとなく「良いといわれていること」を深く納得もせずに続けるのは

やめにして、本当に価値のある小さな習慣を身に着けて下さい。

・野菜ジュースは体に良い

・食後は動かず休んでいるべき

・いつでも大きな病院で診てもらった方がいい

さて、あなたの思い込みは一体いくつありますか・・・？

「あなたの健康が決まる小さな習慣」

牧田善二・著



【文学】 F 母親病（森 美樹）
（随筆） F 片見里荒川コネクション（小野寺 史宜）

914.6 美女の魔界退治（林 真理子） F まぜるな危険（高野 史緒）
914.6 人生「散りぎわ」がおもしろい（下重 暁子） F ミラーワールド（椰月 美智子）

F 兵諌（浅田 次郎）
（外国文学） F 水たまりで息をする（高瀬 隼子）

B369.2 親の介護で自滅しない選択（太田 差惠子） F オーバーヒート（千葉 雅也）
F 琉球警察（伊東 潤）

（読み物） F QUEEN（麻生 幾）
F 白光（朝井 まかて） F 亜ノ国ヘ（柏葉 幸子）
F もういちど（畠中 恵） F Phantom（羽田 圭介）
F 彼岸花が咲く島（李 琴峰） F 明日は結婚式（小路 幸也）

【ぜんぱん】 【おはなし】
031 ドラえもん探究ワールド(小学館） （日本のおはなし）
031 なんでもものしり図鑑（学研プラス） 913 かげろうのむこうで（斉藤 洋）

913 みんなのためいき図鑑（村上 しいこ）
【しゃかい】 913 りぼんちゃん（村上 雅郁）

375 高校受験で成功する!中学生の「合格ノート」 913 ハニーレモンソーダ（村田 真優）
教科別必勝ポイント55（小澤 淳） 913 オリオンの上（有島 希音）

388 世界の都市伝説大事典（朝里 樹） 913 妖怪一家の時間旅行（富安 陽子）

【りか】 【えほん】
481 カメの甲羅はあばら骨（川崎 悟司） E オレじてんしゃ!（石井 聖岳）
498 たべものびっくり事典（こざき ゆう） E おにのこにこちゃんかーしーて!

ぷんすかぷん!（原 あいみ）
【こうぎょう】 E ちゅっちゅとこっぷちゃん（いいもりみほ）

594 自分の好きを形にするハンドメイドBOOK E ノラネコぐんだんいろいろさがしえブック
（こうじょうちょー） （工藤 ノリコ）

E もいちどあいたい（よしい しげこ）
【さんぎょう】 E おおきなかべがあったとさ（サトシン）

645 たとえ悪者になっても（佐藤 真澄） E スティーブン・ホーキング
654 山火事のサバイバル1（ポドアルチング） （キャスリーン　クラル）

E まんげつのよるのピクニック（のむらうこ）
【げいじゅつ】 E ポッポーきかんしゃよるさんぽ

778 アニメコミックおしりたんてい8（ポプラ社） （とよた かずひこ）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

「助けてほしいときは俺を呼べ。 飛んできてやるから」

きれいでまぶしいレモン色の髪がまぶたに焼き付く―。

人気者の三浦 界と、いつも一人ぼっちで「石」とあだ名をつけられていた

石森 羽花。正反対の二人は、幼馴染や元カノ、親友との関係の中でどう

なっていくのか？

大人気アイドルのラウール（Snow Man）、映画単独初主演作品。

待望のノベライズ版です！

「ハニーレモンソーダ」

村田 真優・原作/カバーイラスト

（注：書名の前の数字は分類番号です。）


