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京極町 ”みんなの図書館 ”湧学館
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第No.342号

11月8日付で入った新着図書80冊（一般書57冊、

児童書23冊）の分類別一覧です。

図書の背についている丸い赤色のシールが

目印です。



【総記】 596 ほとんど100円なのに絶品100レシピ
007.6 よしもとプログラミング部と学ぶPython （まいのごはん。）

「超」入門教室（よしもとプログラミング部） 596.6 抹茶のおやつ100（福田 淳子）

【哲学】 【産業】
133.3 なぜこれまでからこれからがわかるのか 612.1 天地の防人（伊本 克宜）

（成田 正人） 627.1 手軽にふやせるさし木・株分け・とり木
146.8 いま、目の前にいる人が大切な人 ・つぎ木・種まき（渡辺 均）

（坪崎 美佐緒） 674 伝わる短文のつくり方（OCHABI Institute）

【歴史】 【芸術・スポーツ】
210.6 マンガもし世界が1つのクラスだったら下 706.7 新しいアートのかたち（施井 泰平）

（神野 正史） 726.1 税金で買った本4（ずいの）
210.6 マンガもし世界が1つのクラスだったら上 746.7 スマホ1台で動画制作はじめます!（JEMMA）

（神野 正史） 780.7 30日で体を変える超効率的自重
289.1 徳川家康と9つの危機（河合 敦） ワークアウトプログラム（林 ケイスケ）
297.2 ニュージーランドの大らかで自然に寄りそう

暮らし365日（草野 亜希子） 【言語】
814.5 なんでもない一日の辞典（山口 謠司）

【社会科学】 834.4 直訳してはいけない英語表現200（牧野 高吉）
304 今日拾った言葉たち（武田 砂鉄）
312.1 自民党の統一教会汚染（鈴木 エイト） 【文学】
326.2 日本型「談合」の研究（梶原 一義） （読物）
333.8 SDGs用語辞典（小林 亮） F リバー（奥田 英朗）
367.1 ジェンダーのとびらを開こう（村田 晶子） F 付き添うひと（岩井 圭也）
367.3 夫婦がベストパートナーに変わる77の魔法 F 生まれ変わっても、君でいて。（春田 モカ）

（岡野 あつこ） F invert2（相沢 沙呼）
368.6 君にもできる刃物犯罪対処マニュアル（SOU） F たとえば、葡萄（大島 真寿美）
369.2 介護職が「働き続けたい」と思える F かんむり（彩瀬 まる）

職場のつくり方（富永 真己） F 夏の夜明けを待つ僕ら（音 はつき）
369.4 大人になってもできないことだらけです F ストロベリー戦争（南原 詠）

（きしもと たかひろ） F マル暴ディーヴァ（今野 敏）
385.6 墓じまい!（小西 正道） F 若葉荘の暮らし（畑野 智美）

F 介護者D（河崎 秋子）
（医学・薬学） F キッズ・アー・オールライト（丸山 正樹）

492.7 コリと痛み改善BOOK（大沼 勝寛） F #真相をお話しします（結城 真一郎）
493.7 「吐くのがこわい」がなくなる本 BF 耳をすませば（柊 あおい）

（山口 健太） BF ラーゲリより愛を込めて（辺見 じゅん）

493.7 マンガでわかる!認知症の人が見ている世界2 （随筆）
（遠藤 英俊） 914.6 勝負の店（久住 昌之）

494.6 脊柱管狭窄症を治す竹谷内式100点法 915.6 出てこい海のオバケたち（椎名 誠）
（竹谷内 康修）

495.4 ドナーで生まれた子どもたち （手記）
（サラ　ディングル） 916 ハルジオンの花（鷹栖 律子）

498.3 スマホ脳の処方箋（奥村 歩） 916 しにたい気持ちが消えるまで（豆塚 エリ）
917 幸福とは何ぞや（佐藤 愛子）

【技術】
538.9 宇宙開発の不都合な真実（寺薗 淳也） 【地域資料（郷土資料）】

H291.0 アイヌ語で考える縄文地名（網野 皓之）
（家政学・生活科学）

592.7 デッドスペースDIY（石井 麻紀子）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）



【いきかた】 【えほん】
158 正義ってなんだろう（齋藤 孝） E ケーキのずかん（植田 まほ子）

E けいさつのずかん（山田 タクヒロ）
【りか】 E すかしてビックリ!手のしくみ

490 教えて!マジカルドクター（大塚 篤司） （イダン　ベン=バラク）
E ピカチュウとよるのたんけん（まつお りかこ）

【げいじゅつ】 E ひみつのえんそく（かわしま えつこ）
727 すごいぞ、さか立ちする文字! E へんしんロボット（あきやま ただし）

アンビグラム暗号のなぞ（ノムラ イッセイ） E ちいさいおねえちゃん（いとう みく）
E おやすみもみもみ（ぜんぷく さり）

【おはなし】 E うごかす!めくる!動物（アンヌ ソフィ ボマン）
（日本のおはなし） E おおきいかさ（エイミー　ジューン　ベイツ）

913 うんこめいろ大ぼうけん（杉山 実） E まねっこどきっ!おばけ（まつした さゆり）
913 ふたごの恋の事情[2]（一ノ瀬 三葉） E パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち
913 ラベンダーとソプラノ（額賀 澪） （柴田 ケイコ）
913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂18（廣嶋 玲子） E モモンガのはいたつやさん 
913 森のやさしい大工さん（小栗 花音） もりのいたずらっこ（ふくざわ ゆみこ）

E ねずみさんのパンツ（tupera tupera）
E しろくまちゃんのほっとけーき（わかやま けん）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

「教えて!マジカルドクター」

「医療の世界にもきちんとした掟(標準医療)があるんだ。
大人になる前に、病気やお医者さんのことを知ってほしい」

ーーマジカルドクターより

・病気が治る水って、本当にあるの!?

・がんの最新治療法。ニセ治療法の見わけ方があるよ!

・お医者さんのお仕事教えます。こんなこともやっている!

・お薬ができるまでの長い道のりのお話「エピソード1〜3」完結編!

・アトピーって、どんな意味? その言葉に隠された真実!

大塚 篤司・著

「出てこい海のオバケたち」

写真月刊誌『アサヒカメラ』で３２８回もの長期にわたった「シー

ナ連載」。その休刊までの４年間連載が、「表情豊かな子どもた

ち」を主軸にした新刊に生まれ変わりました！

そこには、仕事に打ち込む男や女、おじさんやおばさんの真剣

な顔つきも彩られていて、なんとも魅力的な1冊に！ 「写真は

いつの時代も正直」という著者の言葉が輝きます。

椎名 誠・著


