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京極町 ”みんなの図書館 ”湧学館

9月9日付で入った新着図書73冊（一般書55冊、

児童書18冊）の分類別一覧です。

図書の背についている丸い茶色のシールが目印です。
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【歴史】 【言語】
238 地政学×歴史で理由がわかるロシア史 811.2 漢字はコワくない（笹原 宏之）

（祝田 秀全）
289.1 「個」のひろしま（宮崎 園子） 【文学】
289.1 死なばもろとも（ガーシー） （読物）
290.9 地球の歩き方JOJOジョジョの奇妙な冒険 F 財布は踊る（原田 ひ香）

（地球の歩き方） F こいごころ（畠中 恵）
291 今こそ学びたい日本のこと（蜂谷 翔音） F とんこつQ&A（今村 夏子）

F 作家刑事毒島の嘲笑（中山 七里）
【社会科学】 F 見つけたいのは、光。（飛鳥井 千砂）

326.3 もしキミが、人を傷つけたなら、 F きみは溶けて、ここにいて（灯 えま）
傷つけられたなら（犯罪学教室のかなえ先生）F 小さき王たち第2部（堂場 瞬一）

367.4 事実婚と夫婦別姓の社会学（阪井 裕一郎） F モノクロの夏に帰る（額賀 澪）
367.5 男が心配（奥田 祥子） F 先祖探偵（新川 帆立）
367.7 70歳の正解（和田 秀樹） F 家庭用安心坑夫（小砂川 チト）
371.4 学校に行けない「からだ」（諸富 祥彦） F 蹴れ、彦五郎（今村 翔吾）

F 明日へのペダル（熊谷 達也）
【自然科学】 F 汝、星のごとく（凪良 ゆう）

467.2 くだらないものがわたしたちを救ってくれる
（キム ジュン） （随筆）

914.6 怪談未満（三好 愛）
（医学・薬学） 914.6 あした何着よう（林 真理子）

498.6 「副作用死」ゼロの真実（近藤 誠） 914.6 スマホになじんでおりません（群 ようこ）
916 復活への底力（出口 治明）

【技術】
547.4 今すぐ使える!Google Workspace & Chromebook 【地域資料（郷土資料）】

情報セキュリティ管理術（平塚 知真子） H726.1 ゴールデンカムイ29（野田 サトル）
547.4 スラスラわかるJavaScript（桜庭 洋之） H726.1 ゴールデンカムイ30（野田 サトル）

（家政学・生活科学） 【大活字本】
590 エコな毎日（中嶋 亮太） LF ひと1（小野寺 史宜）
596 きれいに年を重ねるためのたんぱく質ごはん LF ひと2（小野寺 史宜）

（ワタナベ マキ） LF 白夜行1（東野 圭吾）
596.7 プラントベースミルクメニューBOOK LF 白夜行2（東野 圭吾）

（旭屋出版編集部） LF 白夜行3（東野 圭吾）
LF 白夜行4（東野 圭吾）

【産業】 LF 白夜行5（東野 圭吾）
B626.9 自然農1年生 畑は私の魔法のじゅうたん LF 海の見える理髪店1（荻原 浩）

（銀色 夏生） LF 海の見える理髪店2（荻原 浩）
659 狩猟生活VOL.11(2022)（山と溪谷社） LF 海の見える理髪店3（荻原 浩）

LF マスカレード・ホテル1（東野 圭吾）
【芸術・スポーツ】 LF マスカレード・ホテル2（東野 圭吾）

726.1 税金で買った本3（ずいの） LF マスカレード・ホテル3（東野 圭吾）
767.8 奇奇怪怪明解事典（玉置 周啓）
783.7 SHO-TIME（ジェフ　フレッチャー）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

ヤンキーの石平君が、昔借りたまま紛失してしまった一冊の本をきっかけに

図書館に興味を持ち、アルバイトを始めるお仕事モノで、お笑い芸人の麒麟・川島

氏の

推薦で一気に人気が爆発したことでも知られています。

第三巻は、十年前に本を紛失してしまった後ろめたさから図書館から遠ざかって

いた

「税金で買った本」 ずいの・原作 系山 冏・漫画



【ぜんぱん】
031 現代用語の基礎知識学習版2022-2023 【おはなし】

（現代用語検定協会） 902 はじめて読む!海外文学ブックガイド
（越前 敏弥）

【いきかた】
104 ツッコミ!日本むかし話（大竹 稽） （日本のおはなし）

913 鬼滅の刃[7]（吾峠 呼世晴）
【れきし】 913 空と大地に出会う夏（濱野 京子）

289 中村哲物語（松島 恵利子） 913 ふしぎな図書館とアラビアンナイト
（廣嶋 玲子）

【しゃかい】 913 アニメコミックおしりたんてい12（ポプラ社）
319 核兵器をなくすと世界が決めた日（川崎 哲） 913 かいけつゾロリにんじゃおばけあらわる!
320 その事件、こども弁護士におまかせ! （原 ゆたか）

（山崎 聡一郎）
【えほん】

【りか】 E くだもの音頭（きのした けい）
440 スカイブック（アンナ　クレイボーン） E 絵本コウペンちゃん なつのともだち
481 いちばん強いヤツはだれだ!?危険生物vs恐竜 （るるてあ）

・古生物<水中王>超バトル図鑑（新宅 広二） E 給食室のいちにち（大塚 菜生）
E へんてこはやくちことば（新井 洋行）

【ことば】
811 漢字が日本語になるまで（円満字 二郎）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

「へんてこはやくちことば」 新井洋行・作

「へんてこたいそう」に続く、新井洋行さんの新感覚ピクトグラム絵本の第２

弾が

登場！前回はマークが動き出しましたが、今度はマークがしゃべりだします。

駅などで見かける電車のマーク。いつもはだまっているけれど、たまには

たくさんしゃべりたい！？

その後もページをめくるたびに、いろんなマークが登場します。

「ツッコミ！日本むかし話

自分で考える力を育てる１０歳からのこども哲学」

これからの時代を生き抜くために鍛えたい、お子さまの「考える力」。2020

年度に改訂された学習指導要領でも、重要視する力として「思考力」が挙げ

られています。

本書は、おなじみの「日本むかし話」を題材にして、楽しく考える力を伸ば

す一冊。「桃太郎の鬼は本当に悪いヤツなの？」「桃太郎はなぜスイカ太郎

じゃないの？」「『日本一』の旗を持った桃太郎。日本一って誰が決めた

の？」など、物語をさまざまな角度から読み解いて、考える練習をすること

ができます。

大竹 稽 ・著


