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京極町 ”みんなの図書館 ”湧学館

2022.12.9

第No.344号

12月9日付で入った新着図書78冊

（一般書45冊、児童書33冊）の分類別一覧です。

図書の背についている丸い緑色のシールが

目印です。



【哲学】 【芸術・スポーツ】 【れきし】
152.2 結婚の技術（植草 美幸） 726.1 縁の手紙（チョ ヒョナ） 210 日本の歴史16（KADOKAWA） 913 バンピー（いとう みく）
159 私は逃げるとき、いちばん勇敢な顔になる 289 食べるスポーツ フードファイターの挑戦 913 異世界でカフェを開店しました。1（甘沢 林檎）

（ユン ウル） 【言語】 （小林 尊）
804 語学の天才まで1億光年（高野 秀行） 【えほん】

【歴史】 837.8 ほめ英語入門（松田 佳奈） 【しゃかい】 E クリスマスプレゼントなぁに?（フフフーン）
231.4 人はなぜ戦争を選ぶのか（トゥキュディデス） 375 めざせ、イグ・ノーベル賞!? E ポレポレゆきのなか（たしろ ちさと）

【文学】 おもしろ自由研究1（沼田 晶弘） E サンタクロースになりたいの（ひろた まお）
【社会科学】 （読物） E 世界はこんなに美しい

309 みんなの「わがまま」入門（富永 京子） F 老人ホテル（原田 ひ香） 【りか】 （エイミー　ノヴェスキー）
341 「国の借金は問題ない」って本当ですか? F 月の立つ林で（青山 美智子） 452 妖怪は海にいる!?アラマタ式海の博物教室 E クリスマスのおとしもの（えがしら みちこ）

（森永 康平） F 第二開国（藤井 太洋） （荒俣 宏） E ゆきのげきじょう（荒井 良二）
367.7 過疎の山里にいる普通なのに普通じゃない F プリテンド・ファーザー（白岩 玄） E やさしいライオン（やなせ たかし　）

すごい90代（池谷 啓） F ニャタレー夫人の恋人（菊池 良） 【さんぎょう】 E まんぷくてつどう うまいもんめぐり
369 私だけ年を取っているみたいだ。（水谷 緑） F 小さき王たち第3部（堂場 瞬一） 611 お金に頼らず生きたい君へ（服部 文祥） （井上 よう子）
369.2 涙がこぼれる老人ホームのお話（小島 すがも）F 機械仕掛けの太陽（知念 実希人） 645 保護ねこ活動ねこかつ!（高橋 うらら） E にだんべっど（斉藤 倫）
369.4 病気をもつ子どもと家族のための「おうちで F アオハルリセット（丸井 とまと） E へいおまち!（彦坂 有紀）

暮らす」ガイドブックQ&A（前田 浩利） F 乱れる海よ（小手鞠 るい） 【げいじゅつ】 E 毒もみのすきな署長さん（宮沢 賢治）
376.8 面接官に好印象を与える高校入試面接の F 君といた日の続き（辻堂 ゆめ） 780 中高生のスポーツハローワーク（学研プラス）E よるのあいだに…（ポリー　フェイバー）

オキテ55（常本 浩幸） F 変な絵（雨穴） E スタジオジブリのヒロインがいっぱい
383.9 トイレ四方山ばなし（北 俊夫） F 川のほとりに立つ者は（寺地 はるな） 【おはなし】 （スタジオジブリ）
384.1 村八分（礫川 全次） F 赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。 （日本のおはなし） E どんぐりころころむし（澤口 たまみ）

（青柳 碧人） 913 ごはん食べにおいでよ（小手鞠 るい） E ウマと話すための7つのひみつ（河田 桟と絵）
【自然科学】 F 過怠（谷村 志穂） 913 ぐうたら魔女ホーライ来る!（柏葉 幸子） E ぼくんちのおべんとう（志茂田 景樹）
（医学・薬学） F 小説家の一日（井上 荒野） 913 星空としょかんのジュリエット（小手鞠 るい）E ポッポーきかんしゃゆきさんぽ

492.7 即効!耳ほぐし（松岡 佳余子） F レッドクローバー（まさき としか） 913 5分後に奇跡のラスト（エブリスタ） （とよた かずひこ）
913 ひみつの犬（岩瀬 成子） E ポンポとポコポの大冒険 祝日のおはなし

【技術】 （随筆） 913 5分で読書（藤崎 珠里） （かなざわ まこと）
590 （家政学・生活科学） 914.6 とりあえずお湯わかせ（柚木 麻子）
594 ハンドメイドのミニ財布（日本ヴォーグ社）
596 ひと皿満足スープ（榎本 美沙） （手記）
596 小鍋仕立ての絶品鍋（小林 まさみ） 916 「神様」のいる家で育ちました（菊池 真理子）
596.3 ワタナベマキのいまどき乾物料理

（ワタナベ マキ） （外国文学）
596.6 ケーキ（フジノ シン） 【地域資料（郷土資料）】

H210.7 彼女たちは、なぜ、死を選んだのか?（川嶋康男）
【産業】 HF 清浄島（河崎 秋子）

645.3 ウシのげっぷを退治しろ（大谷 智通） H916 おっぱい2つとってみた（阿久津 友紀）
645.6 図書館司書32人が選んだ犬の本棚（高野 一枝）

【参考図書】
R460.3 日本の絶滅危惧生物図鑑（岩槻 邦男）

（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。）

分類別一覧です。

「保護ねこ活動ねこかつ！ －ずっとのおうちが救えるいのち」

高橋 うらら・作

保護ねこ活動で大切な命を救う！ 埼玉県で「保護ねこカフェ

ねこかつ」を運営している梅田さんの保護猫活動を、実際に保

護した猫の視点で描くノンフィクション。

幅広い保護猫問題をわかりやすく知ることができる。保護猫活

動が必要なくなる日をめざして、人とペットをめぐる問題に向き

合いながら、猫と人との幸せな在り方を考えます。

「毒もみのすきな署長さん」

宮沢賢治・作 山村 浩二・絵

「毒もみをして魚をとってはなりません」というのが、この国の規則。

犯人を見つけて逮捕するのは警察の役目と決まっている。

ところがその犯人は・・・？

――善悪では割り切れない人間の本質にドキリとする。だれの心の中

にも潜んでいる「毒」なるものを、ユーモアにつつみこんで描き出した

異色の傑作！一筋縄ではいかない賢治童話の深淵が味わえます。

「ニャタレー夫人の恋人 世界文学ネコ翻案全集」

菊池 良・著

裁判になるほど物議を醸した男女の描写も、猫たちの毛繕いに

置き換えればただの癒し？『チャタレイ夫人の恋人』などの世界

文学をばっさりネコ変換、パロディーとウイットに満ちた連作短

編集です。

「華麗なるニャツビー」「にゃあ無情」「ニャン月記」など全１２編

を収録。見出しのかわいさに油断して読み進めると、予想外の

奥行きに驚きます。


