
「未来のきみを変える読書術 」
　苫野 一徳著　筑摩書房

読書の効用から、読書の方法、レジュメ(読書ノー
ト)の作り方まで、頭と目を鍛えるための本の読み方
を解説する。その為の本の読み方を全力紹介。

京丹波町図書室

新刊情報誌
2022/8　NO.5

人気ランキング

「マスカレード・ゲーム」
東野圭吾　著/集英社

「幸村を討て」
今村翔吾　著/中央公論新社

「競争の番人」
新川　帆立　著/講談社

イベント情報

＊京丹波町役場交流ラウンジ図書コーナー
　「夏休み自習イベント」
　8/5(金),8/12(金),8/19(金)
　　午前9時～午後4時
　自由研究・自習の相談を受け付けます。
　また、模造紙等の資材提供もします。
　(※詳細はお問合せください。TEL 82-3850)

＊中央公民館図書室「おはなし会」
　8/12(金)　午前10時30分～
　乳幼児向けに手遊びや紙芝居、絵本の読み
　聞かせ等を行います

お金を育てることは、人生や仕事の選択肢を増やすことに
繋がる！ということを「子供のお金教育のプロ」八木陽子
さんが誰にでもわかるように解説した投資の「超」入門書。

『今から身につける
「投資の心得」』

八木 陽子監修　えほんの社「おいしいごはんが食べられますように」
高瀬 隼子著　講談社

職場でそこそこうまくやっている二谷、皆が守りたく
なる存在で料理上手な芦川、仕事ができてがんばり屋
の押尾。心をざわつかせる、仕事+食べもの+恋愛小
説。微妙な人間関係を「食べること」を通して描く。

「1日1話、読めば心が熱くなる
365人の生き方の教科書」
藤尾 秀昭監　致知出版社

人生の達人365人が贈る生き方のバイブル、ベストセラー待望の続篇。生き方
のバイブルとなるような滋味に富む感動実話を中心に収録。名経営者や名指
導者など、各界の“レジェンド"と呼ばれる人物の逸話が多数収録されている。

「歩いて、食べる京都のおいしい名建築さんぽ」
甲斐 みのり著　エクスナレッジ

“中に入って、おいしいものを味わえる"唯一無二の
名建築+グルメガイドブック、第2弾。おいしい食
事・お茶・持ち帰りを味わえる、30軒超の名建築を
紹介。さらなる京都の魅力に引き込まれること、間違
いなし。

「子宝船」
宮部みゆき著
PHP研究所

「あきない世傳金と銀12」
高田 郁著

角川春樹事務所
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図書室に新しく入荷した資料の一覧です

総記

書名 著者名 出版社 請求記号

「読む」だけで終わりにしない読書術 本要約チャンネル／著 アスコム 019.1

マイ遺品セレクション みうら　じゅん／著 文藝春秋 049

　 　 　

哲学

食の哲学 サラ E.ウォース／著 バジリコ 104

1日1話、読めば心が熱くなる365人の生き方の教科書 藤尾　秀昭／監 致知出版社 159.8

1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書 藤尾　秀昭／監 致知出版社 159.8

6匹の猫と住職 那須の長楽寺／著 主婦の友社 188.5

仏華 弓場　洋子／[著] 本願寺出版社 188.7

　 　 　

歴史

禁断の中国史 百田　尚樹／著 飛鳥新社 222

地球の歩き方　J03 地球の歩き方編集室／編集 地球の歩き方 290.9

日本歴史地図帳 　 昭文社 291

金沢　[2022] 　 JTBパブリッシング 291.4

富山 　 JTBパブリッシング 291.4

おとなの温泉宿ベストセレクション100　[2022] 　 昭文社 291.6

京都　[2022] 　 JTBパブリッシング 291.6

滋賀 びわ湖 　 JTBパブリッシング 291.6

　 　 　

社会科学

13歳からの地政学 田中　孝幸／著 東洋経済新報社 312.9

見やすい資料のデザイン図鑑 森重　湧太／著 インプレス 336.5

共有地をつくる　わたしの「実践私有批判」 平川　克美 (株)ミシマ社 365

軍艦島の生活<1952/1970>
西山夘三記念すまい・まちづくり文
庫／編

大阪：創元社 365.3

最期まで在宅おひとりさまで機嫌よく 上野　千鶴子／著 中央公論新社 367.7

幼稚園や学校で話せない子どものための場面緘黙支援
入門

園山　繁樹／著 学苑社 378.8

国語の成績は観察力で必ず伸びる 久松　由理／著 かんき出版 379.9

　 　 　

自然科学

空想科学読本　1 柳田　理科雄／著 KADOKAWA 404

散歩がもっと楽しくなる四季の草花図鑑 多田　多恵子／監修 宝島社 470

クジラの骨と僕らの未来 中村　玄／著 理論社 489.6

みんなの臓活 尹　生花／著 ワニブックス 490.9

ひとりほぐし 崎田　ミナ／著 日経BP 492.7

もう振り回されるのはやめることにした Ryota／著 SBクリエイティブ 493.7

イベルメクチン 大村　智／編著 河出書房新社 493.87

STRESS FREE オリヴィア・リームス／著 ポプラ社 498.3



　 　 　

工学

書名 著者名 出版社 請求記号

歩いて、食べる京都のおいしい名建築さんぽ 甲斐　みのり／著 エクスナレッジ 523.1

はじめて学ぶ屋根・小屋組の図鑑 建築知識／編 エクスナレッジ 524.8

人生100年時代の60歳からの家 湯山　重行／著 エクスナレッジ 527

住まいの基本を考える 堀部　安嗣／著 新潮社 527

木造住宅の実用納まり図鑑 　 エクスナレッジ 527.1

自分でするバイクメンテナンス 佐々木　和夫／著 三樹書房 537.9

一緒にいたい!羊毛フェルトのちび猫づくり Hinali／著 KADOKAWA 594.9

「私に本当に合う化粧品」の選び方事典 小西　さやか／著 主婦の友社 595.5

クックパッド夫婦ふたりでちょうどいいシニアごはん　3 　 宝島社 596

白崎茶会の発酵定食 白崎　裕子／著 マガジンハウス 596

心と体がぐんぐん育つ赤ちゃんのあそび大全 小西　行郎／著 KADOKAWA 599

米国最強経済学者にして2児の母が読み解く子どもの
育て方ベスト

エミリー・オスター／著 サンマーク出版 599

　 　 　

産業

半農半X 塩見　直紀／編 創森社 611.98

「やりがい搾取」の農業論 野口　憲一／著 新潮社 612.1

スーパーで買った野菜・果物で家庭菜園 のりんご／著 マイナビ出版 626.9

花を育ててみたいのですが。 花福こざる／著 家の光協会 627

小さな苔ガーデニング 大野　好弘／著 主婦の友社 627.8

売れる言いかえ大全 大岩　俊之／著 フォレスト出版 673.3

ジェフ・ベゾス ブラッド・ストーン／著 日経BP 673.3

　 　 　

芸術

日本の仏像 薬師寺　君子／著 西東社 718

江戸のジャーナリスト葛飾北斎 千野　境子／著 国土社 721.8

可愛い噓のカワウソ　1～４ Lommy／著 KADOKAWA 726.1

戦争は女の顔をしていない　1～２ 小梅　けいと／作画 KADOKAWA 726.1

基本が身につく書道の教科書 青山　浩之／著 池田書店 728

鎌倉殿の13人　後編 三谷　幸喜／作 NHK出版 778.8

京都サンガF.C.365　2021 　 エス・アイ・ジェイ 783.4

花いけの勘どころ 上野　雄次／著 誠文堂新光社 793

　 　 　

言語

28言語で読む「星の王子さま」 風間　伸次郎／編著
東京外国語大学出
版会

801

一流の言いかえ 諏内　えみ／著 光文社 809.2

　 　 　

文学

「私」という男の生涯 石原　慎太郎／著 幻冬舎 910.2 ｲｼ

サルデーニャの蜜蜂 内田　洋子／著 小学館 914.6 ｳﾁ

プロジェクト・ヘイル・メアリー　上・下 アンディ・ウィアー／著 早川書房 933.7 ｳｨ

　 　 　

文庫

一汁一菜でよいという提案 土井　善晴／著 新潮社 B 596

刑罰0号 西條　奈加／著 徳間書店 BF ｻｲ

睦月童 西條　奈加／著 PHP研究所 BF ｻｲ

六花落々(ふるふる) 西條　奈加／著 祥伝社 BF ｻｲ

光る海 佐伯　泰英／著 文藝春秋 B F ｻｴ



文庫

書名 著者名 出版社 請求記号

雪見酒 佐伯　泰英／著 文藝春秋 B F ｻｴ

大河への道 立川　志の輔／原作 河出書房新社 B F ﾀｲ

あきない世傳金と銀　12 高田　郁／著 角川春樹事務所 B F ﾀｶ12

おいしいベランダ。　[1]～[11] 竹岡　葉月／[著] KADOKAWA B F ﾀｹ

鬼人幻燈抄　2～3 中西　モトオ／著 双葉社 B F ﾅｶ

本所おけら長屋　12～16 畠山　健二／著 PHP研究所 B F ﾊﾀ

桜ほうさら　下 宮部　みゆき／著 PHP研究所 B F ﾐﾔ 2

　 　 　

日本の小説

俺ではない炎上 浅倉　秋成／著 双葉社 F ｱｻ

透明人間は密室に潜む 阿津川　辰海／著 光文社 F ｱﾂ

くるまの娘 宇佐見　りん／著 河出書房新社 F ｳｻ

時計屋探偵の冒険 大山　誠一郎／著 実業之日本社 F ｵｵ

晩秋行 大沢　在昌／著 双葉社 F ｵｵ

チンギス紀　12～13 北方　謙三／著 集英社 F ｷﾀ

季節を何周も巡ると思っていた。 小桜　菜々／著 スターツ出版 F ｺｻﾞ

掬えば手には 瀬尾　まいこ／著 講談社 F ｾｵ

おいしいごはんが食べられますように 高瀬　隼子／著 講談社 F ﾀｶ

昼と夜の間で、僕らは手をつなぎ合う 高倉　かな／著 スターツ出版 F ﾀｶ

夜行堂奇譚 嗣人／著 産業編集センター F ﾂｸﾞ

カレーの時間 寺地　はるな／著 実業之日本社 F ﾃﾗ

鷹の系譜 堂場　瞬一／著 講談社 F ﾄﾞｳ

依存 文縞　絵斗／著 講談社 F ﾌﾐ

青春ゲシュタルト崩壊 丸井　とまと／著 スターツ出版 F ﾏﾙ

星屑 村山　由佳／著 幻冬舎 F ﾑﾗ

太平洋食堂 柳　広司／著 小学館 F ﾔﾅ

チョウセンアサガオの咲く夏 柚月　裕子／著 KADOKAWA F ﾕｽﾞ

ついでにジェントルメン 柚木　麻子／著 文藝春秋 F ﾕｽﾞ

　 　 　

児童書(知識)

今から身につける「投資の心得」 八木　陽子／監修 えほんの杜 338.1

なぜ親はうるさいのか 田房　永子／著 筑摩書房 367.3

この世界からサイがいなくなってしまう 味田村　太郎／文 学研プラス 489.8

建築家になりたい君へ 隈　研吾／著 河出書房新社 520.7

おしりダンディ ザ・ヤング トロル／[原案・監修] 集英社 726.1

　 　 　

児童書(読み物)

チョコレートタッチ パトリック・スキーン・キャトリング／作 文研出版 933.7 ｶﾄ

ぼくの弱虫をなおすには K.L.ゴーイング／作 徳間書店 933.7ｺﾞｲ

海を見た日 M.G.ヘネシー／作 鈴木出版 933.7 ﾍﾈ

つくしちゃんとおねえちゃん いとう　みく／作 福音館書店 F ｲﾄ

香君　上・下 上橋　菜穂子／著 文藝春秋 F ｳｴ

りんごの木を植えて 大谷　美和子／作 ポプラ社 F ｵｵ

風の神送れよ 熊谷　千世子／作 小峰書店 F ｸﾏ

みんなのためいき図鑑 村上　しいこ／作 童心社 F ﾑﾗ

セカイを科学せよ! 安田　夏菜／著 講談社 F ﾔｽ

　 　 　



利用案内

＊新規利用時に利用登録が必要です
　対象：町内在住・在勤・在学者
　※身分証明書(免許証・保険証等)が必要ですの
　　で、登録時にご持参ください。

＊1人１０冊までお借りいただけます

＊貸出期間２週間
　(予約本以外であれば1回のみ２週間の延長が可能)

＊町内にない本は、府内の図書館等から取り寄せ可
　能です。お気軽にお問い合わせください。

　 　 　

絵本

書名 著者名 出版社 請求記号

おおきなおおきな木 よこた　きよし／作 金の星社 E ｲﾓ

おすしやさんにいらっしゃい! おかだ　だいすけ／文 岩崎書店 E ｴﾝ

あかあかくろくろ 柏原　晃夫／作・絵 学研プラス E ｶｼ

ぐるぐるうごく しましまぐるぐる かしわら　あきお／作・絵 学研プラス E ｶｼ

けろけろみどり 柏原　晃夫／作・絵 学研教育出版 E ｶｼ

まるまるころころ ささがわ　いさむ／作 学研プラス E ｶｼ

だいじだいじどーこだ? えんみ　さきこ／さく 大泉書店 E ｶﾜ

Sassyのちいくえほんいろいろぱっ Sassy／監修 KADOKAWA E ｻｯ

ゆらしてごらんひつじさん ニコ・シュテルンバウム／さく サンマーク出版 E ｼｭ

あかまるいくつ? しみず　だいすけ／作 ポプラ社 E ｼﾐ

あかまるさわって! しみず　だいすけ／作 ポプラ社 E ｼﾐ

あかまるどれかな? しみず　だいすけ／作 ポプラ社 E ｼﾐ

よくみると…　もっと! shimizu／作・絵 学研プラス E ｼﾐ

大ピンチずかん 鈴木　のりたけ／作 小学館 E ｽｽﾞ

ぼくのねこ 鈴木　のりたけ／作・絵 PHP研究所 E ｽｽﾞ

ずぼっじー 高橋　祐次／作 講談社 E ﾀｶ

はなびのひ たしろ　ちさと／作・絵 佼成出版社 E ﾀｼ

み〜んなあくび!どんなあくび? アニータ・ビスタボシュ／文・絵 パイインターナショナル E ﾋﾞｽ

111本の木 リナ・シン／文 光村教育図書 E ﾌｪ

ばあばにえがおをとどけてあげる コーリン・アーヴェリス／ぶん 評論社 E ﾌｫ

かおかおばあ 山口　真美／作 KADOKAWA E ﾐｽ

あんまりすてきだったから くどう　れいん／さく ほるぷ出版 E ﾐﾔ

かわいいうそ Lommy／作・絵 KADOKAWA E ﾛﾐ

　 　 　

郷土資料

蒲生野農学校新発見史料集 辻垣　晃一／著 [辻垣晃一] L 377.3

　 　 　

　 　 　

お願い

　
　図書室では、5年ごとに図書利用カードを更新し

ています。住所が変わった時、電話番号が変更に

なった時など、必ず図書室へお知らせください。

　また町外へ転出される方や町外の学校や職場に通

勤・通学さていた方が卒業・転勤される場合もお知

らせください。お願いいたします。

新しい資料をたくさん用意して
みなさまをお待ちしております。

ぜひ図書室で素敵な時間を
お過ごしください♪



夏休みの楽しいひと時を♪
各図書室では折り紙やしおり等の工作企画を随時開催しております。
興味のある方は、お気軽に図書室スタッフまでお声かけください。

自習におすすめの図書室

交流ラウンジ「こだち」
　自習可能時間
　　　毎日　午前８時３０分～午後８時

　図書サービス時間
　　　火・水・金曜日　午前９時～午後７時
　　　木・土・日曜日　午前９時～午後５時
　　　（日曜日は昼休み
　　　　　　　１１：３０～１２：３０）

山村開発センター図書室
　開室時間
　　　月、水～金曜日　午後２時～午後５時
　　　第２・４土曜日　午後１時～午後５時

和知ふれあいセンター図書室
開室時間
　　火～土曜日　午前９時～午後５時
　　　（昼休み１１：３０～１２：３０）

　和知ふれあいセンター図書室がリニューアル
　オープンしました！
　広々とした空間で読書や自習をお楽しみくださ
　い。運が良ければ電車が見られるかも！

＊和知ふれあいセンター図書室ではフタ付の飲み物
に限り持ち込み可能です。

＊ポイントカードイベント

スタンプを集めて記念品をもらおう！

図書室で本を１冊以上借りていただくと
1日に１つスタンプを押します。

スタンプを１０個集めた方には、
記念品をプレゼント♪

図書室で過ごす
　　　　　　　夏休み

＊本で水族館イベント

本を使って図書室内に水族館を作りました。
たくさんの海の生き物に会いに来てください

場所：中央公民館図書室
火～土曜日　午前９時～午後５時開室


