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京極町 ”みんなの図書館 ”湧学館
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第No.345号

12月30日付で入った新着図書78冊

（一般書47冊、児童書31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】 【技術】
007.3 図解まるわかりNFTのしくみ 543.7 地熱エネルギーの疑問50（日本地熱学会）

（大和総研フロンティア研究開発センター）
031.5 ギネス世界記録2023（クレイグ　グレンディ） （家政学・生活科学）
041 いつか必ず死ぬのになぜ君は生きるのか 594.3 余った毛糸で何つくる?（ブティック社）

（立花 隆） 596.3 毎日おにぎり365日（日々おにぎり ゆこ）
596.3 マグカップひとつでレンチン!

【哲学】 オートミールレシピ（おこめ）
104 スマホ時代の哲学（谷川 嘉浩）
148.9 マンガで読み解く数秘占い（桝元 つづり） 【産業】
159 Me Time（池田 千恵） 611.7 今日からはじめる農家の事業承継
186.7 梵字のきほん（橋本 秀範） （伊東 悠太郎）

660.6 ファーストペンギン（坪内 知佳）
【歴史】

288.4 美智子さま素敵なご愛用品88の物語 【芸術・スポーツ】
（小田部 雄次） 702.1 土偶美術館（小川 忠博）

292.1 共感と勇気がわく韓国のことばと絶景100 778.2 ビジネスと人生に効く
（地球の歩き方編集室） 教養としてのチャップリン（大野 裕之）

292.2 心に寄り添う台湾のことばと絶景100
（地球の歩き方編集室） 【文学】

293.4 道しるべとなるドイツのことばと絶景100 （読物）
（地球の歩き方編集室） F 秋雨物語（貴志 祐介）

F タスキメシ-五輪-（額賀 澪）
【社会科学】 F 私のことだま漂流記（山田 詠美）

335.1 イーロン・マスクとは何者か（桑原 晃弥） F 教誨（柚月 裕子）
336.9 いまだに全然意味がわかっていない F 黒石（大沢 在昌）

フリーランスですが、インボイスって結局 F タングル（真山 仁）
どうすればいいのか教えてください! F 秋麗（今野 敏）
（川崎 晴一郎） F 青木きららのちょっとした冒険（藤野 可織）

366.2 コロナ禍の外国人実習生（榑松 佐一） F 噓つきなふたり（武田 綾乃）
382.1 昭和のくらしと道具図鑑（小泉 和子著） F タクジョ!（小野寺 史宜）
383.8 世界の麵図鑑（地球の歩き方編集室） F 任務（松本 清張）
392.1 絶望の自衛隊（三宅 勝久） F 憐憫（島本 理生）

F 犬小屋アットホーム!（大山 淳子）
【自然科学】 F 闇の聖域（佐々木 譲）

451.6 雪崩教本（雪氷災害調査チーム） F 光のとこにいてね（一穂 ミチ）

（医学・薬学） （日記）
491.6 名医が教える炎症ゼロ習慣（今井 一彰） 915.6 無人島のふたり（山本 文緒）
492.9 ユマニチュードへの道（イヴ　ジネスト）
493.3 「よくむせる」「せき込む」人のお助けBOOK （手記）

（大谷 義夫） 916 48歳で認知症になった母（美齊津 康弘）
493.7 脳梗塞の再発を防ぐ（岡田 靖）

（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。）

「 今日からはじめる農家の事業承継

2万人の後継ぎと考えた成功メソッド」

伊東悠太郎/竹本彰吾・著

日本の農家の課題である「跡継ぎ問題」は、なかなか気が重く

なる問題なだけに、ついつい先送りにしがち。

若手農業者の2人が、継ぐ子どもの立場から切り込みます。

事業承継とは何かや、税務や手続きなど、基本知識をわかりや

すく解説してくれます。資料や動画を見られるQRコード付き。



【しゃかい】 913 うさぎのモニカのケーキ屋さん
366 ちびまる子ちゃんの仕事の見つけかた （小手鞠 るい）

（さくら ももこ） 913 おばけのアッチ チとキがいない!（角野 栄子）
369 障害とバリアフリー（障害と本の研究会） 913 わたしたちの歌をうたって（堀 直子）
375 めざせ、イグ・ノーベル賞!? 913 水まきジイサンと図書館の王女さま

おもしろ自由研究2（沼田 晶弘） （丸山 正樹）
375 めざせ、イグ・ノーベル賞!? 913 ガリレオの事件簿2（東野 圭吾）

おもしろ自由研究3（沼田 晶弘）
（エッセイ）

【りか】 916 命のスケッチブック（中谷 加代子）
404 ものの見かたが変わる10歳からのQ&A

（NHK「子ども科学電話相談」制作班） 【えほん】
488 野鳥のレストラン（森下 英美子） E にじいろのさかなとおはなしさん

（マーカス　フィスター）
【ことば】 E ひ・る・ご・は・ん!（武田 美穂）

807 かいけつゾロリのおやじギャグ E のりもののーせてのせて（三浦 太郎）
&なぞなぞ大じてん（原 ゆたか） E 交通安全大王（よしなが こうたく）

E せかいいちのモンスター（新井 洋行）
【おはなし】 E ゆきゆきだいすき（うえむら あいこ）
（日本のおはなし） E ねずみくんだーれだ?（なかえ よしを）

913 いちねんじゅうおばけずかん（斉藤 洋） E ぐいーん!こうしょさぎょうしゃ（竹下 文子）
913 2番めにすき（吉野 万理子） E すいどう（百木 一朗）
913 地下室の日曜日（村上 しいこ） E ノラネコぐんだんうみのたび（工藤 ノリコ）
913 ガオガオきょうりゅうのよる E あくたれラルフのクリスマスプレゼント

（たるいし まこ） （ジャック　ガントス）
913 鈴の音が聞こえる（辻 みゆき） E ハルルさんのひでんのカレー（すずき もも）

E ルイの冒険（南部 和也）

（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。）

「 めざせ、イグ・ノーベル賞!?おもしろ自由研究」

沼田晶弘・監修

自分がおもしろいと思うテーマを見つけて、自由研究を楽しもう! 

“人々を笑わせ、考えさせた”研究や出来事に与えられるイグ・ノー

ベル賞を受賞した社会・科学に関する研究と、それをヒントにした

自由研究プランを提案してくれます。

「 すいどう 」

百木一郎・作

ふだん使っている水道の水。いったいどこから来るのでしょ

う？ そんな疑問を出発点にした絵本が新刊の『すいどう』で

す。道路に埋まっている水道管や家の中を通る水道など、ふ

だん目にできない水の流れを、絵本ならではの表現でわかり

やすく見せてくれ、新鮮な発見がある絵本です。


