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第No.320号

11月3日付で入った新着図書 104冊

（一般書80冊、児童書24冊）の分類別一覧です。

図書の背についている丸い水色のシールが

目印です。

京極町 ”みんなの図書館 ”湧学館



【総記】 498.3 男のヘルスマネジメント大全（石川 雅俊）
007.3 オンライン自宅教室起業バイブル 498.5 牛乳のワナ（船瀬 俊介）

（高橋 貴子） 498.6 ひとりも、死なせへん（長尾 和宏）
019.9 開高健の本棚（開高 健） 498.6 コロナの世界を照らす50のやさしい物語

（片野 優）
【哲学】 498.7 こども免疫教室（石原 新菜）

140 図解眠れなくなるほど面白い心理学の話 498.8 この会社ムリと思いながら
（渋谷 昌三） 辞められないあなたへ（井上 智介）

B159.6 ババアはツラいよ!（地曳 いく子）
198.2 「自分らしい花」を咲かせる渡辺和子の言葉 【技術】

（桑原 晃弥） 547.3 魅惑のオーディオレシピ（小椋 實）
574.2 火星に住むつもりです（村木 風海）

【歴史】
210.0 マンガでわかる考古遺跡発掘 （家政学・生活科学）

ワーク・マニュアル（今井 しょうこ） 590 フランス流品格の磨き方（宝島社）
210.3 「海の民」の日本神話（三浦 佑之） 594.9 ディズニーフェルトマスコット
289.3 バイヤード・ラスティンの生涯 （佐々木 公子）

（ジャクリーン　ハウトマン） 595.5 「顔面地滑り」をくい止める!（宝田恭子）
291.0 不思議な山名 個性の山名（大武 美緒子） 596.4 超速!レンチン弁当（藤井 恵）
291.0 日本の路地（パイインターナショナル） 596.6 ゆーママのふっくらおいしい低糖質パン
293.6 アンダルシアの洞窟暮らし（太田 尚樹） （松本 有美）

596.6 美しいシュー菓子の教科書
【社会科学】 （メラニー　デュピュイ）

304 アホか。（百田 尚樹）
314.8 サフラジェット（デイヴィッド　ロバーツ） 【産業】
324.6 認知症に備える（中澤 まゆみ） 613.4 今さら聞けない有機肥料の話きほんのき
336.2 仕事にあふれるムダを見つけてなくす方法! （農文協）

（はざま 悟） 615.7 無肥料栽培を実現する本（岡本よりたか）
336.4 「働かないおじさん問題」のトリセツ 627 花言葉（ナタリー　シャイン）

（難波 猛） 627.8 LIFE GREEN SELECT TOUR（森田 紗都姫）
B367.2 「女子」という呪い（雨宮 処凛） 646.8 いちばんよくわかる!
369 ヤングケアラーを支える インコの飼い方・暮らし方（青沼 陽子）

（Nursing Todayブックレット編集部集）
369.2 マンガでわかる介護入門（上田 惣子） 【芸術・スポーツ】
376.3 ぼくはイエローでホワイトで、 702.5 KAWS handbook（CARLO McCORMICK）

ちょっとブルー2（ブレイディみかこ） 726.1 コロナと漫画（ちば てつや）
385.6 「墓じまい」で心の荷を下ろす（島田 裕巳） 726.1 夫にキレる私をとめられない（いくたはな）
388.8 世界ことわざ比較辞典（日本ことわざ文化学会）726.1 しずくちゃん37（ぎぼ りつこ）

726.5 Photoshopで描くデジタル絵画
（医学・薬学） （3dtotal Publishing）

491.6 今こそ知るべきガンの真相と終焉 726.5 HAPPYディズニー楽しく描ける
（小林 常雄） イラストレッスン（岡田 有佳）

493.7 マンガでわかるパーソナリティ障害 746 スマートフォングラフィ（あああつし）
（岡田 尊司） 754.9 100年後も伝えたい縁起のいい伝統折り紙

493.9 おうちでできるおねしょ、 （小林 一夫）
おもらしさよならガイド（羽田 敦子） 759 昭和ウルトラマンカードクロニクル

494.7 1日1分!ひざトレ（酒井 慎太郎） （堤 哲哉）
494.9 全国から患者が集まる泌尿器科医の 778.2 自分らしい生き方を貫く樹木希林の言葉

頻尿・尿もれ・夜間頻尿の治し方（高橋 悟） （桑原 晃弥）
495.1 生理CAMP（工藤 里紗）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）



【芸術・スポーツ】 (読み物）
778.2 ひとりじめ（浅田 美代子） BF 台所太平記（谷崎 潤一郎）
787.1 釣り糸の結び「完全」トリセツ BF シークレット・ペイン（前川 ほまれ）

（つり人社書籍編集部） F 夜が明ける（西 加奈子）
F 就活ザムライの大誤算（安藤 祐介）

【言語】 F ボーダーライト（今野 敏）
809.2 1秒で心をつかめ。（魚住 りえ） F 星を掬う（町田 そのこ）
809.2 会って、話すこと。（田中 泰延） F あの春がゆき この夏がきて（乙川 優三郎）
820 楽学中国語（孫 犁冰） F チグリジアの雨（小林 由香）
837.8 have do getで英語は9割伝わります! F ディープフェイク（福田 和代）

（ジュリアーノ熊代） F 君の顔では泣けない（君嶋 彼方）
F 昼と夜の間で、僕らは手をつなぎ合う

（随筆） （高倉 かな）
914.6 作家と酒（平凡社編集部） F 大正浪漫（NATSUMI）
914.6 90歳、こんなに長生きするなんて。 F さよならも言えないうちに（川口 俊和）

（曽野 綾子）
916 家族、辞めてもいいですか?（魚田 コットン）
916 更年期障害だと思ってたら重病だった話

（村井 理子）
「顔面地滑り」をくい止める!（宝田恭子）

【れきし】 913 かせいじんのおねがい（いとう ひろし）
291 47都道府県なるほどデータブック上・下 913 チイの花たば（森 絵都）

（教育画劇）
（海外のおはなし）

【しゃかい】 933 赤い糸でむすばれた姉妹
369 ビジュアルブック∞ （キャロル　アントワネット　ピーコック）

障害のある人とともに生きる1（田中 徹二） 933 クリスマス・ピッグ（J.K.ローリング）

夫にキレる私をとめられない（いくたはな） 【りか】 【えほん】
400 ジュニアサイエンス大図鑑（DK社） E あかいてぶくろ（林 木林）
481 ペットボトルで育てよう 水の生き物 E コールテンくんのクリスマス

（谷本 雄治） （ドン　フリーマン）
486 ペットボトルで育てよう むし（谷本 雄治） E おれ、気仙大工になる!（荒尾 美知子）

E ぼくたちの「おとうに会う」作戦
【こうぎょう】 （荒尾 美知子）

510 土木のずかん（稲垣 正晴） E カヨちゃんちはとうふ屋さん（荒尾美知子）
E 島の子げんたの春休み（荒尾 美知子）

【さんぎょう】 E ほんやねこ（石川 えりこ）
626 ペットボトルで育てよう 野菜・花 E こねこのウィンクルとクリスマスツリー

（谷本 雄治） （ルース　エインズワース）
E こうさぎとおちばおくりのうた

【おはなし】 （わたり むつこ）
（日本のおはなし） E わたしたちの森（ジアナ　マリノ）

913 資料室の日曜日（村上 しいこ） E ちいさなおじさんとおおきな犬
（バールブロー　リンドグレン）

（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。）


