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京極町 ”みんなの図書館 ”湧学館

2022.6.14

第No.334号

6月14日付で入った新着図書94冊（一般書59冊、

児童書35冊）の分類別一覧です。

図書の背についている丸いピンク色のシールが

目印です。



【総記】
017 どう使う?学校図書館と1人1台端末はじめの一歩 595.5 メイクがなんとなく変なので友達の美容部員に

（全国学校図書館協議会） コツを全部聞いてみた（吉川 景都）
596.3 手軽でおいしい!サバ缶レシピ（大瀬 由生子）

【哲学】 596.3 みんな大好き肉おかずとごはん料理
146.8 親のことが嫌いじゃないのに「なんかイヤ （おいしいのひみつ編集部）

だな」と思ったときに読む本（藤木 美奈子） 596.6 ふとらないクリームのお菓子（茨木 くみ子）
597.5 人生が変わる紙片づけ!（石阪 京子）

【歴史】
210.1 日本の合戦解剖図鑑（本郷 和人） 【産業】

611.9 子育て世代のための快適移住マニュアル
【社会科学】 （金丸 知弘）

302.3 ロシア点描（小泉 悠）
338.8 知りたいことがぜんぶわかる!つみたてNISA 【芸術・スポーツ】

& iDeCoの超基本（酒井 富士子） 726.1 戦争は女の顔をしていない2（小梅 けいと）
361.4 メディアとアーカイブ（松本 恭幸） 726.1 戦争は女の顔をしていない3（小梅 けいと）
361.4 いじめをやめられない大人たち（木原 克直） 754.9 はじめての実用おりがみ（小林 一夫）
367.7 老～い、どん!2（樋口 恵子） 767.8 財津和夫（川上 雄三）
368.6 告発と呼ばれるものの周辺で（小川 たまか）
369.0 外国人のための会話で学ぼう!介護の日本語 【言語】

外国人のための会話で学ぼう!介護の日本語 810.7 私らしく暮らすための日本語ワークブック
369.2 図解でわかる障害福祉サービス（二本柳 覚） （深江 新太郎）
379.9 ウチの子、最近、思春期みたいなんですが

親子でイライラせずに乗り切る方法、 【文学】

教えてください!（道山 ケイ） 910.2 闇で味わう日本文学（中野 純）
385.9 下品大全（菅原 圭）

（外国文学）
【自然科学】 BF ヴェネツィアの陰の末裔（上田 朔也）

404 これってどうなの?日常と科学の間にある F 競争の番人（新川 帆立）
モヤモヤを解消する本（かきもち） F くるまの娘（宇佐見 りん）

430 学びなおし中学・高校の化学 F 布武の果て（上田 秀人）
（ニュートンプレス） F ラブカは静かに弓を持つ（安壇 美緒）

451.8 気候危機がサクッとわかる本（森 朗） F マイクロスパイ・アンサンブル（伊坂 幸太郎）
488.5 踊るハシビロコウ（南幅 俊輔） F ハロー・グッドバイ（小路 幸也）

F この恋が運命じゃなくても、きみじゃなきゃ
（医学・薬学） ダメだった。（小桜 菜々）

493.7 「加速思考」症候群（アウグスト　クリ） F マスカレード・ゲーム（東野 圭吾）
493.7 <弥永式>パニック発作が起こらなく F 小さき王たち第1部（堂場 瞬一）

なってくる本（弥永 英晃） F 流転（笹本 稜平）
493.7 家族で「軽度の認知症」の進行を少しでも F 宗歩の角行（谷津 矢車）

遅らせる本（内門 大丈） F 逆転のアリバイ（香納 諒一）
493.8 わからないコロナ後遺症の症状と対処法が F 脱北航路（月村 了衛）

よくわかる（永井 英明） F これでいくほかないのよ（片岡 義男）
495 女性の生き方を左右する子宮のきほん

（善方 裕美） （随筆）
496 「目」のトリセツ（杉田 美由紀） 914.6 99年、ありのままに生きて（瀬戸内 寂聴）
499.8 心と体がととのうフィトセラピー（岡野 真弥）

【地域資料（郷土資料）】
【技術】 H289.1 ピリカチカッポ（石村 博子）

517.0 アフリカから始める水の話（石川 薫） H291.1 北海道キャンプ場&コテージガイド2022-23
548.2 賢く使いこなしたい人のための （花岡 俊吾）

Chromebookスタートガイド（田中 拓也） H787.1 支笏湖・洞爺湖大明解MAP（ニュートンプレス）
H911.6 中島みゆき詩集（中島 みゆき）

（家政学・生活科学）
591 子育て中の不安がなくなるお金の超基本

（岡 ゆみ）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）



【れきし】
289 「オードリー・タン」の誕生（石崎 洋司） 913 マスクと黒板（濱野 京子）

913 ソノリティ（佐藤 いつ子）
手軽でおいしい!サバ缶レシピ（大瀬 由生子） 【しゃかい】 913 ×××HOLiC（CLAMP）

317 消えたレッサーパンダを追え! 913 名探偵コナンハロウィンの花嫁（青山 剛昌）
（たけたに ちほみ） 913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂17（廣嶋 玲子）

ふとらないクリームのお菓子（茨木 くみ子） 913 あっちもこっちもこの世はもれなく
【りか】 （いとう みく）

480 ざんねんないきもの事典やっぱり（今泉 忠明）
（海外のおはなし）

【こうぎょう】 933 ロウリーのいい子怪談ばなし（ジェフ キニー）
596 はじめての子どもパン教室（吉永 麻衣子）

【えほん】
【さんぎょう】 E すずばあちゃんのおくりもの（最上 一平）

654 クマが出た!助けてベアドッグ（太田 京子） E ジェシカといっしょ（ケビン　ヘンクス）
694 マンガでわかる!小学生のためのスマホ・SNS E ステラとカモメとプラスチック

防犯ガイド（佐々木 成三） （ジョージナ　スティーブンス）
E どこからきたの?おべんとう（鈴木 まもる）

【げいじゅつ】 E すずめのまる（箕輪 義隆）
780 スポーツ年鑑2022（ポプラ社） E らんらんランドセル（モリナガ ヨウ）
798 難問すみっコぐらしまちがいさがし E おなおしやのミケばあちゃん（尾崎 玄一郎）

（主婦と生活社） E ちょっちょっちょきーん（たあ先生）
E わたしはいいこ?（えがしら みちこ）

【ことば】 E あげる（はらぺこめがね）
814 そら（神永 曉） E おとうさんのぼり（くすのき しげのり）

E アンパンマンとムシバラス（やなせ たかし）
【おはなし】 E 100（名久井 直子）
（日本のおはなし）

913 十年屋6（廣嶋 玲子） 【かみしばい】
913 すみれちゃんとようかいばあちゃん C おもしろ星座めぐり（本多 ちかこ　）

（最上 一平）
913 俳句ステップ!（おおぎやなぎ ちか） 【ほっかいどうの本】
913 AIロボット、ひと月貸します!（木内 南緒） HE さくららら（升井 純子）

支笏湖・洞爺湖大明解MAP（ニュートンプレス）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

すみれちゃんは、山また山のその先に住んでいるおばあちゃんのことを

「ようかいばあちゃん」と呼んでいます。だってようかいばあちゃんは、

雨が降るのを当てたり、焼けるような熱いものを平気でさわったりでき

るから。

今晩はじめて一人でようかいばあちゃんのお家にお泊りすることになり、

もうドキドキが止まりません・・・！

「すみれちゃんとようかいばあちゃん」 種村有希子・絵 / 最上 一平・作

海の近くに住むステラは、カモメのミューちゃんの具合が悪いことに気

が付きました。人間が海に捨てたプラスチックごみを、飲み込んでし

まったからでした。

ステラはおばあちゃんと一緒にお掃除パーティーをすることに。

すると町のみんなにも気持ちが届いて・・・。

「ステラとカモメとプラスチック うみべのおそうじパーティー」

イジー＝バートン・絵 / ジョージナ＝スティーブンス・作


