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596.3京極町 ”みんなの図書館 ”湧学館

2022.6.28

第No.335号

6月28日付で入った新着図書103冊（一般書56冊、

児童書47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。



【総記】 596.6 センイルスイーツ（長嶋 清美）
019.9 10分で名著（古市 憲寿） 597.5 お金持ちは断捨離上手（やました ひでこ）

597.5 1秒片づけ（aki）
【哲学】

141.5 認知バイアス大全（川合 伸幸） 【産業】
B141.5 子どもは40000回質問する（イアン　レズリー）674.5 POP1年生（山口 茂）

699.8 テレビの重罪（和田 秀樹）
【歴史】

210.7 日本はどうして負けるに決まっている戦争に 【芸術・スポーツ】
飛び込んだのか（三浦 由太） 771.7 声優になるには（山本 健翔）

219.9 沖縄復帰50年（新聞通信調査会）
222.0 世界史劇場項羽と劉邦（神野 正史） 【文学】
281.9 沖縄のことを聞かせてください（宮沢 和史） （読物）

BF 学校の怪談（集英社文庫編集部）
【社会科学】 BF スケートラットに喝采を（樹島 千草）

302.3 フィンランド幸せのメソッド（堀内 都喜子） BF 拝啓、桜守の君へ。（久生 夕貴）
312.3 プーチン政権の闇（林 克明） BF 小説バスカヴィル家の犬（東山 狭）
361.4 感じのいい人は、この「ひと言」で好かれる BF 傑作はまだ（瀬尾 まいこ）

（森 優子） BF 復讐（三島 由紀夫）
369.4 どうして?（ひぐち あずさ） F それから、君にサヨナラを告げるだろう

（春田 モカ）
【自然科学】 F 孤蝶の城（桜木 紫乃）

481.3 進化のたまもの!どうぶつのタマタマ学 F 夢をかなえるゾウ0（水野 敬也）
（丸山 貴史） F 名もなき子（水野 梓）

489.5 日本クマ事件簿（三才ブックス） F 任俠ショコラティエ（新堂 冬樹）
489.5 パンダとわたし（黒柳徹子と仲間たち） F 死神を祀る（大石 大）

F 沈みかけの船より、愛をこめて（乙一）

（医学・薬学） F 花散る里の病棟（帚木 蓬生）
491.3 絵でわかるにおいと香りの不思議 F マイスモールランド（川和田 恵真）

（長谷川香料株式会社） F ベター・ハーフ（鴻上 尚史）
B493.7 病める母親とその子どもたち（岡田 尊司） 914.6 海をあげる（上間 陽子）
494.8 頭皮が蘇るすごいマッサージ（辻 敦哉） 914.6 ロンドンならすぐに恋人ができると
495.1 更年期、私のトリセツ（対馬 ルリ子） 思っていた（鈴木 綾）
498.3 手でかくとなぜいいか?（結城 俊也） 914.6 山口瞳 男の作法（山口 瞳）

【技術】 （随筆）
547.4 SNS炎上なんてしないと思っている人が 916 人は2000連休を与えられるとどうなるのか?

読むべき本（宮下 由多加） （上田 啓太）
589.2 今ある服でおしゃれになる!

（ミランダかあちゃん 輪湖もなみ） （外国文学）
929.1 ミカンの味（チョ ナムジュ）

（家政学・生活科学） B933.7 死亡告示（ジェフリー　ディーヴァー）
B596.0 舌の上の散歩道（團 伊玖磨）
596 材料2つだけ!きじま流極旨レシピ 【地域資料（郷土資料）】

（きじま りゅうた） H291.1 新夏山ガイド1（長谷川 哲）
596.2 2品献立でひとり分から作れる!かんたん和食 H686.2 絶滅危惧鉄道2022（イカロス出版）

（吉田 愛） HF 柿の隣に実るもの（香名山 はな）
596.3 スピード完成!野菜の大量消費おかず342

（食のスタジオ）

のシールが

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

調味料を出すのにいちいち引き出しを開けたり、大皿を出すときに家の中

を動き回ったり、無駄な動きに疲れ果てていませんか？

「ズボラの人以外は読まないで下さい」と注記してある通り、どんなに片

づけが嫌いでも楽に片付く方法が詳しく載せてあります。

この本を読めば、家の中のイライラが解消されること間違いなし！

「１秒片づけ」 aki・著



【ぜんぱん】 【おはなし】
007 ゾロリクエスト（原 ゆたか） （日本のおはなし）

913 あの夏を生きた君へ（水野 ユーリ）
【れきし】 913 おかげさまで名探偵（杉山 亮）

289 エレキテルの謎を解け（鳴海 風） 913 恋愛問題は止まらない（吉野 万理子）
913 涙と笑いのミステリー（宮部 みゆき）

【しゃかい】 913 セラピードッグのハナとわたし（堀 直子）
323 13歳からの日本国憲法（上田 勝美） 913 ジャレットのミント♥コレクション
323 ドラえもん社会ワールド憲法って （あんびる やすこ）

何だろう（藤子　F　不二雄） 913 馬と明日へ（杉本 りえ）
334 十歳、ぼくは突然「敵」とよばれた 913 マイブラザー（草野 たき）

（アンドレア　ウォーレン） 913 天の台所（落合 由佳）
367 ぎゃくたいってなあに?（青木 智恵子） 913 あしたの幸福（いとう みく）
375 調べるって、おもしろい!!（図書館振興財団）913 ハジメテヒラク（こまつ あやこ）

913 団地のコトリ（八束 澄子）
【りか】

451 もっとすごすぎる天気の図鑑（荒木 健太郎） （海外のおはなし）
480 動物園・水族館のクイズ図鑑（学研プラス） 933 ヤーガの走る家（ソフィー　アンダーソン）
490 未来の医療で働くあなたへ（奥 真也）
491 モヤモヤそうだんクリニック（池谷 裕二） 【えほん】
493 「自己肯定感」を高めて自分を大切にしよう E 戦争をやめた人たち（鈴木 まもる）

（古荘 純一） E いつまでも（アンナ　ピンヤタロ）
E かえるのほんや（やぎ たみこ　）

【こうぎょう】 E びっくりのび!!（あおき みお）
520 建築家になりたい君へ（隈 研吾） E ブックウィング（ふじもと みさと）

E カービィのお誕生日（Caho）
【げいじゅつ】 E おんぷちゃんとたいこ（とよた かずひこ）

754 おりがみ・こうさく★ミニブック1（ポプラ社） E へんしん うみのいきもの（三浦 太郎）
754 おりがみ・こうさく★ミニブック2（ポプラ社） E へんしん どうぶつ（三浦 太郎）
754 おりがみ・こうさく★ミニブック3（ポプラ社） E へびながすぎる（ふくなが じゅんぺい）
754 おりがみ・こうさく★ミニブック4（ポプラ社） E あまやどりのホットケーキ（尾崎 潤）
754 おりがみ・こうさく★ミニブック5（ポプラ社） E 蛾（イザベル　トーマス）
754 おりがみ・こうさく★ミニブック6（ポプラ社）
754 おりがみ・こうさく★ミニブック7（ポプラ社） 【ほっかいどうの本】

H913 みつばちと少年（村上 しいこ）
【ことば】

809 13歳からの「差がつく!言葉えらび」レッスン
（覚来 ゆか里）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

「憲法って何だろう」 藤子プロ・監修

国を動かす人たちのやりがちな失敗を防ぐのが憲法です。

自分に都合のいいことを言わせようと人をおどしてしまうのは、

ジャイアンだけではありません。

間違ったことをしそうな人には勇気を出して「だめだよ」といって

あげなければならないのです。

ジャイアンに勝つのに必要なのは、腕っぷしの強さではありません。

ジャイアンに冷静さを取り戻させる強くて優しい知恵です。

（あとがきより）


