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12月23日付で入った新着図書 98冊

（一般書74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シルバー色のシール

が目印です。

京極町 ”みんなの図書館 ”湧学館



【総記】 （医学・薬学）
007.6 パソコンで困ったときに開く本2022 495.1 #生理の貧困（#みんなの生理）

（朝日新聞出版） 498.3 60歳からのヨガ入門（中井 まゆみ）
019.9 ここに物語が（梨木 香歩）

【技術】
【哲学】 （家政学・生活科学）

141.6 なぜ私は怒れないのだろう（安藤 俊介） 593.3 おうちでできちゃう!カスタマイズお直し
141.9 デジタル時代の「血液型と性格」 （高畠 海）

（金澤 正由樹） 594.3 ふわもこベビーニット（文化出版局）
148.3 たまひよ赤ちゃんのしあわせ名前事典 595.4 FINEBOYS+plusおしゃれヘアカタログ

2022～2023年度（たまごクラブ） 21-'22AUTUMN-WINTER（日之出出版）
159.0 やりたいことだけやって人生を良くする 596 くふうとアイデア絶品おうちごはん

わがままリスト（山岸 洋一） （おいしいのひみつ編集部）
159.0 LIFE SHIFT2（アンドリュー　スコット） 596.2 お味噌知る。（土井 善晴）

596.3 豆腐が主役になる56のレシピ（池上 保子）
【歴史】 598.2 コロナ禍妊娠日記（おおが きなこ）

209.0 漫画サピエンス全史文明の正体編 599.3 魔法のおうちごはん（あおい）
（ユヴァル　ノア　ハラリ）

210.3 「義経」愚将論（海上 知明） 【産業】
B289.3 ロバート・オッペンハイマー（藤永 茂） 659 狩猟生活VOL.9(2021)（山と溪谷社）
289.3 ルース・B・ギンズバーグ名言集 673.3 元ルイ・ヴィトントップ販売員の

（ルース　B.ギンズバーグ） 接客フレーズ言いかえ事典（土井 美和）
290.9 60歳からの海外山旅日記（深澤 裕） 694.6 作って楽しむプログラミング
295.3 グランマ・ゲイトウッドのロングトレイル Androidアプリ超入門（高江 賢）

（ベン　モンゴメリ）
295.3 ホームレス女子大生川を下る 【芸術・スポーツ】

（佐藤 ジョアナ玲子） 726.1 ゴールデンカムイ27（野田 サトル）
297.2 車のおうちで旅をする（いとう みゆき） 726.1 ゴールデンカムイ26（野田 サトル）

726.1 日本【ポン】（黒鉄 ヒロシ）
【社会科学】 740.6 和装ウエディング&成人式撮影ガイドブック

324.8 「選択的」夫婦別姓（青野 慶久） （安澤 剛直）
B331.0 無料(タダ)より安いものもある 779.1 我が家は前からソーシャル・ディスタンス

（ダン　アリエリー） （綾小路 きみまろ）
361.4 劇的にコミュニケーション力が上がる 783.7 スポーツ記者が見た大谷翔平栄光の軌跡

大人の雑談力（桐生 稔） （ロングランドジェイ）
361.5 アルトゥルと行く!不思議の国・ジャパン 783.8 パット上達だけで5打縮まる!

（アルトゥル　） （グローバルゴルフメディアグループ）
361.8 格差という虚構（小坂井 敏晶） 786.1 失敗から学ぶ登山術（大武 仁）
361.8 マイクロアグレッションを吹っ飛ばせ 786.3 運と上司に恵まれなくても

（渡辺 雅之） キャンプに行けば大丈夫（杉山 崇）
361.8 差別はたいてい悪意のない人がする 798.5 野田クリスタルのこんなゲームが作りたい

（キム ジヘ） （野田 クリスタル）
371.4 学校が苦手な子どものためのアドラー心理学

（横田 秀策）
376.4 学校!（桐光学園中学校　高等学校）
379.9 3兄弟のあしあと（菅生 好身）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

「マイクロアグレッションを吹っ飛ばせ」ーやさしく学ぶ人権の話

渡辺 正之著

「ハーフってかわいいから私もなりたい♪」「男の子はなんだかんだいってさっぱりしてる

よね」マイクロ（目に見えないくらい小さな）アグレッション（攻撃性）とは、発言する側に差

別や悪気のある無しに関係なく、相手にダメージを与える言動のことをいいます。

相手を褒めたつもりなのに知らぬ間に差別になっていたとしたら、とても残念なこと。

優しさや思いやりが本当に伝わる言い方、本書で学んでみませんか？



【文学】 F 山亭ミアキス（古内 一絵）
（随筆） F ロミオとジュリエットと三人の魔女

914.6 ふむ、私は順調に老化している（中山 千夏） （門井 慶喜）
914.6 ペーパームービー（内田 也哉子） F R.I.P.（久坂部 羊）
916 翔平選手と翔平ちゃん（川崎 静葉） F 探偵少女アリサの事件簿[3]（東川 篤哉）

F 黄金の刻(とき)（楡 周平）
（読み物） F 吾妻おもかげ（梶 よう子）

B933.6 シャーロック・ホームズの事件簿 F 新しい星（彩瀬 まる）
（コナン　ドイル） F 親愛なるあなたへ（カンザキ イオリ）

B936 テヘランでロリータを読む F むき出し（兼近 大樹）
（アーザル　ナフィーシー） F 倒産続きの彼女（新川 帆立）

BF 十津川警部追憶のミステリー・ルート F 北条義時（海音寺 潮五郎）
（西村 京太郎） F わたしのいないテーブルで（丸山 正樹）

BF 犬から聞いた素敵な話（山口 花） F ボクたちはみんな大人になれなかった
BF おばさん探偵ミス・メープル（柊坂明日子） （燃え殻）
F 黄金旅程（馳 星周）
F その花の名を知らず（長野 まゆみ） 【地域資料（郷土資料）】
F 滅私（羽田 圭介） H 683.2 北前船の近代史（中西 聡）
F 能面鬼（五十嵐 貴久）

【いきかた】 【おはなし】
140 ドラえもん探究ワールド心の不思議 913 ガラスの魚（山下 明生）

（藤子　F　不二雄） 913 ラストで君は「まさか!」と言う
159 大人も気づいていない48の大切なこと 嫌われものの真実（PHP研究所）

（Testosterone） 913 だいとかいのおばけずかん（斉藤 洋）
【れきし】 E だいかぞく（南 知里　絵）

289 北条義時（野間 与太郎） E ゆきのようせい（松田 奈那子）
E ぼくラはばラばラ（岡林 ちひろ）

【しゃかい】 E ノラネコぐんだんラーメンやさん
333 ドラえもん探究ワールド17の目標SDGsで （工藤 ノリコ）

つくるわたしたちの未来（藤子　F　不二雄）E 3さいだもんおはなししましょ（学研プラス）
E パンどろぼうとなぞのフランスパン

【りか】 （柴田 ケイコ）
495 生理のはなし（高橋 怜奈） E クリスマスべんとう（木坂 涼）

E チャレンジミッケ!11（ウォルターウィック）
【げいじゅつ】 E メンドリと赤いてぶくろ（安東 みきえ）

778 アニメコミックもっと!まじめにふまじめ E はりねずみくんのゆきだるま（はらだよしこ）
かいけつゾロリスペシャル（ポプラ社） E にじゅうおくこうねんのこどく（谷川俊太郎）

E ポケモンをさがせ!あたらしいぼうけん
【ことば】 （姫野 よしかず）

814 思いちがいの言葉2（山口 理） E おしょうがつパーティーめでたいめでたい
（すとう あさえ）

E エイモスさんがバスに乗りおくれると
（フィリップ　C.ステッド）

（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。）

「ノラネコぐんだん ラーメンやさん」 工藤ノリコ・絵

おや？ノラネコたちがラーメンやさんをのぞいています。

「ニャー、ラーメンのつくりかたおぼえたぞ」

いつものようにお店に忍び込み、自分たちが食べるためにせっせとラーメ

ン作り。そこへ、なぜかお客さんたちがやってきてしまい！？

累計２００万部突破の大ヒット「ノラネコぐんだん」シリーズの最新作です。


