
10月の新着図書 

請求記号 書名 著者名 

019.5-ｽ 子どもの本で平和をつくる イエラ・レップマンの目ざしたこと キャシー・スティンソン‖文 マリー・ラフ

ランス‖絵 さくまゆみこ‖訳 

022-ﾃ 印刷・紙もの、工場見学記 ブックデザイナー・名久井直子

が行く 

デザインのひきだし編集部‖編 

024.8-ﾊ ブックセラーズ・ダイアリー スコットランド最大の古書店の一

年 

ショーン・バイセル‖著 矢倉尚子‖訳 

104-ﾅ 水中の哲学者たち 永井玲衣‖著 

107-ｺ ゼロからはじめる哲学対話 哲学プラクティス・ハンドブック 河野哲也‖編 

140-ｲ 生物学的に、しょうがない! 石川幹人‖著 

141.2-ｲ 手の倫理 伊藤亜紗‖著 

148.4-ｶ 陰陽師の解剖図鑑 日本を裏で支えた異能の者たち 川合章子‖著 

159.7-ｻ 「これからの世界」を生きる君に伝えたいこと ウスビ・サコ‖著 

188.7-ｼ 親鸞 人間性の再発見 千葉乗隆‖著 

188.9-ﾆ 日蓮と蒙古襲来 川添昭二‖著 

190-ﾔ キリスト教の核心をよむ 山本芳久‖著 

209-ｾ 中世のジェントリと社会 新井由紀夫‖著 

209-ﾓ 20の古典で読み解く世界史 本村凌二‖著 

209.5-ｺ 大航海時代の群像 エンリケ・ガマ・マゼラン 合田昌史‖著 

210.2-ﾀ 土偶を読む 130年間解かれなかった縄文神話の謎 竹倉史人‖著 

219.9-ｶ 沖縄戦の子どもたち 川満彰‖著 

289.1-ｱ 明智光秀 小泉三申‖著 

289.1-ﾄ 徳川家康 時々を生き抜いた男 藤井讓治‖著 

289.1-ﾅ カカ・ムラド〜ナカムラのおじさん ガフワラ‖原作 さだまさし‖[ほか]訳・

文 

289.2-ｱ アブドュルハミド二世 西欧へのオスマン帝国の抵抗 設樂國廣‖著 

289.2-ｿ 曽国藩 天を畏れ勤・倹・清を全うした官僚 清水稔‖著 

289.2-ﾘ 『三国志』の英雄劉備玄徳と孫権 林田愼之助‖著 

289.3-ｷ ルース・ベイダー・ギンズバーグ ジェフ・ブラックウェル‖編 ルース・ホブ

デイ‖編 橋本恵‖訳 

290-ﾁ 世界なんでもランキング 地球の歩き方的! 地球の歩き方編集室‖著 

2G1-ﾙ るるぶ国立公園へ行こう   

301-ﾖ 社会科学の哲学入門 吉田敬‖著 

S-304-ｺ 不安に克つ思考 賢人たちの処方箋 クーリエ・ジャポン‖編 

311.4-ﾓ 世界史講師が語る教科書が教えてくれない「保守」って何? 茂木誠‖著 

312.1-ﾜ 時給はいつも最低賃金、これって私のせいですか?国会議員

に聞いてみた。 

和田靜香‖著 小川淳也‖取材協力 

314.8-ﾊ コロナ時代の選挙漫遊記 畠山理仁‖著 

S-316.1-ｼ 従順さのどこがいけないのか 将基面貴巳‖著 

S-316.8-ｲ ユダヤ人とユダヤ教 市川裕‖著 

316.8-ﾋ ユダヤ世界に魅せられて 広瀬佳司‖著 

319.1-ｻ 歴史からひもとく竹島/独島領有権問題 坂本悠一‖著 

320.9-ﾔ こども六法の使い方 山崎聡一郎‖著 

333.8-ﾀ 日本の SDGs それってほんとにサステナブル? 高橋真樹‖著 

333.8-ﾊ 10代からの SDGs いま、わたしたちにできること 原佐知子‖著 

334.3-ﾋ 地図とデータで見る人口の世界ハンドブック ジル・ピゾン‖著 吉田春美‖訳 ギヨー

ム・バラヴォワーヌ‖地図製作 

S-335.1-ﾀ SDGsがひらくビジネス新時代 竹下隆一郎‖著 

S-335.8-ｼ ファッションの仕事で世界を変える エシカル・ビジネスによる

社会貢献 

白木夏子‖著 

361.4-ｶ 見た目が気になる 「からだ」の悩みを解きほぐす 26のヒント 河出書房新社‖編 青木美沙子‖[ほ

か]著 



361.5-ﾌ ファッションで社会学する 藤田結子‖編 成実弘至‖編 辻泉‖

編 

361.8-ｻ 実力も運のうち 能力主義は正義か? マイケル・サンデル‖著 鬼澤忍‖訳 

369.2-ｵ 老人ホームに恋してる。 介護職 1年生のめくるめく日常 大塚紗瑛‖著 

I-369.4-ﾀ トットちゃんと訪ねた子どもたち 撮り続けて三十五年 フォト

エッセイ 

田沼武能‖著 

S-373.1-ﾅ 学校の役割ってなんだろう 中澤渉‖著 

S-375.1-ｲ 賢い子はスマホで何をしているのか 石戸奈々子‖著 

375.8-ﾊ 高校に古典は本当に必要なのか 高校生が高校生のために

考えたシンポジウムのまとめ 

長谷川凛‖[ほか]編 

388-ｽ <図説>人魚の文化史 神話・科学・マーメイド伝説 ヴォーン・スクリブナー‖著 川副智子‖

訳 肱岡千泰‖訳 

407-ﾗ ギタンジャリ・ラオ STEMで未来は変えられる ギタンジャリ・ラオ‖著 堀越英美‖訳 

B-410-ﾊ マンガ一晩でわかる中学数学  端野洋子‖著 

410.2-ｴ 数の発明 私たちは数をつくり、数につくられた ケイレブ・エヴェレット‖[著] 屋代通子

‖訳 

440-ｶ 星界の報告 ガリレオ・ガリレイ‖[著] 伊藤和行‖訳 

448.9-ﾊ 地図リテラシー入門 地図の正しい読み方・描き方がわかる 羽田康祐‖著 

448.9-ﾔ GIS地理情報システム 矢野桂司‖著 

448.9-ﾖ 方向音痴って、なおるんですか? 吉玉サキ‖著 

B-451.2-ﾌ 図解・天気予報入門 ゲリラ豪雨や巨大台風をどう予測する

のか 

古川武彦‖著 大木勇人‖著 

451.8-ｲ 図解でわかる 14歳からの脱炭素社会 インフォビジュアル研究所‖著 

457-ﾂ 生きている化石図鑑 すばらしき「名品」生物たち 優秀生物

たちのスペック公開 

土 屋 健 ‖ 著  芝 原 暁 彦 ‖ 監 修 

ACTOW‖絵 

461-ｲ 生き物が大人になるまで 「成長」をめぐる生物学 稲垣栄洋‖著 

486-ﾓ オオカマキリと同伴出勤 昆虫カメラマン、虫に恋して東奔西

走 

森上信夫‖著 

486.9-ｲ きっと誰かに教えたくなる蚊学入門 知って遊んで闘って 一盛和世‖編著 

490-ｵ 未来の医療で働くあなたへ 奥真也‖著 

493.7-ﾏ 誰がために医師はいる クスリとヒトの現代論 松本俊彦‖[著] 

494.6-ｽ 医者になりたい君へ 心臓外科医が伝える命の仕事 須磨久善‖著 

498.1-ﾐ 漫画家しながらツアーナースしています。 現役ナース・先

生・ママの“推し”セレクション 

明‖著 坂本昌彦‖監修 

498.6-ﾌ 武漢日記 封鎖下 60日の魂の記録 方方‖著 飯塚容‖訳 渡辺新一‖訳 

S-498.9-ﾖ 法医学者の使命 「人の死を生かす」ために 吉田謙一‖著 

499.8-ｼ 世界薬用植物図鑑 イギリス王立植物園キューガーデン版 モニク・シモンズ‖著 メラニー=ジェイ

ン・ハウズ‖著 ジェイソン・アーヴィング

‖著 柴田譲治‖訳 

501.6-ｴ 図解でわかるカーボンニュートラル エネルギー総合工学研究所‖編著 

509.2-ｲ ひとめでわかる産業図鑑&業界地図 イノウ‖編著 

519.8-ﾊ 人の心に木を植える 「森は海の恋人」30年 畠山重篤‖著 スギヤマカナヨ‖絵 

537.2-ﾋ トコトンやさしい電気自動車の本 廣田幸嗣‖著 

574.6-ﾍ 大気を変える錬金術 ハーバー、ボッシュと化学の世紀 トーマス・ヘイガー‖[著] 渡会圭子‖訳 

593.8-ｵ はじめての着物 一生モノの基礎知識 大竹恵理子‖監修 兎月メイ‖マンガ 

朝日新聞出版‖編著 

596.6-ｻ 満月珈琲店のレシピ帖 月と星のやさしいメニュー 桜田千尋‖著 

596.6-ﾃ もっと!魔法のてぬきおやつ てぬキッチン‖著 

609-ｲ ニッポンのサイズ図鑑 イラストでわかる 石川英輔‖原作 淡交社編集局‖編 

S-611.3-ﾋ 食べものから学ぶ世界史 人も自然も壊さない経済とは? 平賀緑‖著 

659-ｼ 山と獣と肉と皮 繁延あづさ‖著 

707.9-ｶ 目の見えない白鳥さんとアートを見にいく 川内有緒‖著 

726.5-ﾃ POSTCARD PLANET 出水ぽすかアートブック 出水ぽすか‖著 

E-726.6-ﾉ 楽園のむこうがわ ノリタケユキコ‖作 椎名かおる‖文 



726.6-ﾌ WILD SYMPHONY Dan Brown Susan Batori 

748-ﾀ MINIATURE LIFE at HOME 田中達也‖写真・編集・デザイン 

762-ﾉ 音楽家の食卓 バッハ、ベートーヴェン、ブラームス…11 人

のクラシック作曲家ゆかりのレシピとエピソード 

野田浩資‖著 

763.8-ｼ 初心者のためのドラム講座  自由現代社編集部‖編著 

S-770-ｺ 演劇入門 生きることは演じること 鴻上尚史‖著 

778.7-ｲ アニメと声優のメディア史 なぜ女性が少年を演じるのか 石田美紀‖著 

783.7-ｻ バッティングピッチャー 背番号三桁のエースたち 澤宮優‖著 

S-796-ﾀ 藤井聡太論 将棋の未来 谷川浩司‖[著] 

801.1-ﾏ 究極の文字を求めて 松樟太郎‖著 

S-810-ﾜ 国語をめぐる冒険 渡部泰明‖著 平野多恵‖著 出口智

之‖著 田中洋美‖著 仲島ひとみ‖

著 

814-ｻ 雨を、読む。 佐々木まなび‖著 

816.5-ﾋ 小論文これだけ! 模範解答人文・情報・教育編 樋口裕一‖著 大原理志‖著 

830.7-ｱ iTEP公認プラクティスガイド iTEP International‖著 

S-901.4-ｷ 批評の教室 チョウのように読み、ハチのように書く 北村紗衣‖著 

91-ｱ 三叉路ゲーム 麻野涼‖著 

91-ｲ 風林火山 井上靖‖著 

91-ｳ 戦の国 冲方丁‖[著] 

91-ｶ 家康、江戸を建てる 門井慶喜‖著 

91-ｶ ソードアート・オンライン 26 ユナイタル・リング 5 川原礫‖[著] 

91-ｼ 明日の世界が君に優しくありますように 汐見夏衛‖著 

91-ｼ お勝手のあん 4 あんのまごころ 柴田よしき‖著 

91-ｾ 卵の緒 瀬尾まいこ‖著 

91-ﾆ 美少年探偵団 きみだけに光かがやく暗黒星 西尾維新‖著 

911.36-ｻ 菊は雪 佐藤文香‖著 

913.6-ｱ みとりねこ 有川ひろ‖著 

913.6-ｲ ペッパーズ・ゴースト 伊坂幸太郎‖著 

913.6-ｲ 民王 シベリアの陰謀 池井戸潤‖著 

913.6-ｳ 月と日の后 冲方丁‖著 

913.6-ｸ 朔が満ちる 窪美澄‖著 

913.6-ｺ こばなしけんたろう 短篇集 小林賢太郎‖著 

913.6-ｻ 怖ガラセ屋サン 澤村伊智‖著 

913.6-ｼ 倒産続きの彼女 新川帆立‖著 

913.6-ﾀ あかずの扉の鍵貸します 谷瑞恵‖著 

913.6-ﾂ トリカゴ 辻堂ゆめ‖著 

913.6-ﾃ ガラスの海を渡る舟 寺地はるな‖著 

913.6-ﾄ 7.5グラムの奇跡 砥上裕將‖著 

913.6-ﾊ 燃える息 パリュスあや子‖著 

913.6-ﾏ 星を掬う 町田そのこ‖著 

913.6-ﾐ N 道尾秀介‖著 

913.6-ﾔ 存在しない時間の中で 山田宗樹‖[著] 

S-914.6-ﾀ 「ことば」に殺される前に 高橋源一郎‖著 

918-ﾋ 権記 藤原行成‖[記] 倉本一宏‖編 

929.1-ｿ 三十の反撃 ソンウォンピョン‖著 矢島暁子‖訳 

929.1-ﾁ かけがえのない心 チョヘジン‖著 オヨンア‖訳 

933.7-ｵ 木曜殺人クラブ リチャード・オスマン‖著 羽田詩津子‖

訳 

993.6-ｶ 清少納言を求めて、フィンランドから京都へ ミア・カンキマキ‖著 末延弘子‖訳 

C-ｱ 呪術廻戦 17 葦を啣む 芥見下々‖著 

C-ｳ 3月のライオン 16 March comes in like a lion 羽海野チカ‖著 

 


