
11月の新着図書 

請求記号 書名 著者名 

002.7-ｶ 極(エッセンシャル)アウトプット 「伝える力」で人生が決まる 樺沢紫苑‖著 

015.2-ﾌ 100万回死んだねこ 覚え違いタイトル集 福井県立図書館‖編著 

019.9-ﾅ ここに物語が 梨木香歩‖[著] 

031-ｹ 現代用語の基礎知識 2022 自由国民社‖編集 

033.4-ｷ ギネス世界記録 2022 クレイグ・グレンディ‖編 

069-ｸ 博物館の世界 教養として知っておきたい 学び直しに活か

せる新しい鑑賞術と厳選 20館 

栗原祐司‖著 

104-ﾌ 分解の哲学 腐敗と発酵をめぐる思考 藤原辰史‖著 

146.8-ﾄ 心はどこへ消えた? 東畑開人‖著 

159.7-ﾂ やりたいことが見つからない君へ 坪田信貴‖著 

S-202.5-ﾏ はじめての考古学 松木武彦‖著 

S-210.6-ﾕ 避けられた戦争 一九二〇年代・日本の選択 油井大三郎‖著 

S-210.7-ﾖ 平成史講義 吉見俊哉‖編 

B-289.1-ﾅ 早すぎた男 南部陽一郎物語 時代は彼に追いついたか 中嶋彰‖著 

291.5-ﾀ 富士山の観察図鑑 空、自然、文化 武田康男‖文・写真 

312.1-ﾉ YOUTHQUAKE U30世代がつくる政治と社会の教科書 NO YOUTH NO JAPAN‖編著 

323.5-ｱ 憲法改正とは何か アメリカ改憲史から考える 阿川尚之‖著 

361.4-ｻ 自己責任という暴力 コロナ禍にみる日本という国の怖さ 齋藤雅俊‖著 

361.8-ｷ 差別はたいてい悪意のない人がする 見えない排除に気づく

ための 10章 

キムジヘ‖著 尹怡景‖訳 

367.2-ﾐ ジェンダーから見た世界史 歴史を読み替える 三成美保‖編 姫岡とし子‖編 小浜

正子‖編 

367.3-ﾘ プロジェクト・ファザーフッド アメリカで最も凶悪な街で「父」に

なること 

ジョルジャ・リープ‖著 宮崎真紀‖訳 

S-375.1-ﾐ AIの時代を生きる 未来をデザインする創造力と共感力 美馬のゆり‖著 

377.2-ﾄ 東大 2022 東大スクラッチブック 現役東大生がつくる東

大受験本 

東京大学新聞社‖企画・編集 

S-388.1-ｵ まんが訳稲生物怪録 大塚英志‖監修 山本忠宏‖編 

417-ﾏ 問題解決のためのデータサイエンス入門 松田稔樹‖監修 萩生田伸子‖監修 

457.8-ﾂ ifの地球生命史 “もしも”絶滅した生物が進化し続けたなら 土屋健‖著 服部雅人‖イラスト 藤原

慎一‖監修 椎野勇太‖監修 

S-467.5-ｲ はずれ者が進化をつくる 生き物をめぐる個性の秘密 稲垣栄洋‖著 

B-481.3-ﾏ うんち学入門 生き物にとって「排泄物」とは何か 増田隆一‖著 

S-487.5-ｺ 魚にも自分がわかる 動物認知研究の最先端 幸田正典‖著 

B-491.3-ｲ 呼吸の科学 いのちを支える驚きのメカニズム 石田浩司‖著 

491.3-ﾀ 好きになる生理学 からだについての身近な疑問 田中越郎‖著 

491.3-ﾌ 人体大全 なぜ生まれ、死ぬその日まで無意識に動き続け

られるのか 

ビル・ブライソン‖著 桐谷知未‖訳 

493.7-ﾐ 14歳からの精神医学 心の病気ってなんだろう 宮田雄吾‖著 

S-493.8-ﾏ 世界を救う mRNA ワクチンの開発者カタリン・カリコ 増田ユリヤ‖著 

498.2-ﾚ 14歳から考えたい優生学 フィリッパ・レヴィン‖著 斉藤隆央‖訳 

S-498.6-ｻ コロナとWHO 感染症対策の「司令塔」は機能したか 笹沢教一‖著 

518.8-ﾀ コンパクトシティはどうつくる? 暮らしてみたいまちづくり 竹村登‖著 

549.8-ｲ 「半導体」のことが一冊でまるごとわかる 井上伸雄‖著 蔵本貴文‖著 

S-588-ｲ 「食」の未来で何が起きているのか 「フードテック」のすごい

世界 

石川伸一‖監修 

589.2-ﾔ 服を作る モードを超えて 山本耀司‖著 宮智泉‖聞き手 

596-ｶ 味・香り「こつ」の科学 おいしさを高める味と香りの Q&A 川崎寛也‖著 

S-649-ﾀ 生き物と向き合う仕事 田向健一‖著 

649.2-ﾐ 猫が 30 歳まで生きる日 治せなかった病気に打ち克つタン

パク質「AIM」の発見 

宮崎徹‖著 



S-707.9-ﾖ ヴィジュアルを読みとく技術 グラフからアートまでを言語化す

る 

吉岡友治‖著 

726.5-ﾋ イラストレーション 2021 平泉康児‖編 

726.6-ﾒ The Land of Neverbelieve Messenger, Norman 

726.9-ﾘ いつでも君のそばにいる 葉っぱ切り絵コレクション 小さなち

いさな優しい世界 

リト@葉っぱ切り絵‖著 

748-ﾊ 世界の美しい動物園と水族館 パイインターナショナル‖編著 

748-ﾖ 横浜 「外国につながる」ではひとくくりにできない中高生の作

品集 

横浜インターナショナルユースフォトプロ

ジェクト写真集編集委員会‖編集 

Picture This Japan‖監修 

S-760.4-ｵ 音楽の危機 《第九》が歌えなくなった日 岡田暁生‖著 

S-767.8-ｼ 平成のヒット曲 柴那典‖著 

780-ﾄ スポーツの世界から暴力をなくす 30 の方法 もう暴言もパワ

ハラもがまんしない! 

土井香苗‖編 杉山翔一‖編 島沢優

子‖編 セーフスポーツ・プロジェクト‖

監修 

780.69-ﾄ 東京 2020オリンピック公式記録集   

782.3-ｸ ランニング王国を生きる 文化人類学者がエチオピアで走り

ながら考えたこと 

マイケル・クローリー‖著 児島修‖訳 

804-ﾜ だんまり、つぶやき、語らい じぶんをひらくことば 鷲田清一‖著 

837.5-ﾜ 教養で読み解く英語長文 渡辺淳志‖著 村瀬亨‖監修 

901-ｺ 「感想文」から「文学批評」へ 高校・大学から始める批評入

門 

小林真大‖著 

91-ｱ 読書嫌いのための図書室案内 青谷真未‖著 

91-ｶ 明け方の若者たち カツセマサヒコ‖著 

91-ｻ メイジアン・カンパニー 3 魔法科高校の劣等生 続 佐島勤‖[著] 

91-ｼ ナイフ 重松清‖著 

91-ﾏ 高校事変 2 松岡圭祐‖[著] 

91-ﾕ 鳥居の向こうは、知らない世界でした。 5 私たちの、はてし

ない物語 

友麻碧‖[著] 

911.66-ﾐ うた/ことばラボ 「うた」と「ことば」についての 14の対話 水野良樹‖聞き手 中村佳穂‖[ほか

述] 

913.36-ｲ げんじものがたり [紫式部‖著] いしいしんじ‖抄訳 

913.6-ｱ むかしむかしあるところに、やっぱり死体がありました。 青柳碧人‖著 

913.6-ｱ 赤と青とエスキース 青山美智子‖著 

913.6-ｶ 神曲 川村元気‖著 

913.6-ｺ ある晴れた夏の朝 小手鞠るい‖著 

913.6-ｺ 君の名前の横顔 河野裕‖著 

913.6-ｺ 炎の来歴 小手鞠るい‖著 

913.6-ｺ 星ちりばめたる旗 小手鞠るい‖著 

913.6-ｼ サード・キッチン 白尾悠‖著 

913.6-ﾁ 透明な夜の香り 千早茜‖著 

913.6-ﾂ 闇祓 辻村深月‖著 

913.6-ﾆ 夜が明ける 西加奈子‖著 

913.6-ﾊ メディコ・ペンナ 万年筆よろず相談 蓮見恭子‖著 

913.6-ﾊ 蜘蛛ですが、なにか? 2～8 馬場翁‖著 輝竜司‖イラスト 

913.6-ﾐ 七夕の夜におかえり 三萩せんや‖著 

914.6-ｺ 今夜もそっとおやすみなさい 小手鞠るい‖著 

918-ﾋ 三十六歌仙 吉海直人‖編 

918-ﾋ 風土記 橋本雅之‖編 

918-ﾋ 吾妻鏡 西田友広‖編 

928-ﾋ 書経 山口謠司‖[著] 

93-ｼ 自由研究には向かない殺人 ホリー・ジャクソン‖著 服部京子‖訳 

93-ﾓ 人間の絆 上・下 サマセット・モーム‖[著] 金原瑞人‖訳 

931-ｵ Grapefruit A Book of Instructions and Drawings Ono, Yoko 



933-ｽ The Little Broomstick Stewart, Mary 

95-ｳ 八十日間世界一周 ジュール・ヴェルヌ‖[著] 江口清‖訳 

I-976-ｾ アウシュヴィッツ生還者からあなたへ 14歳、私は生きる道を

選んだ 

リリアナ・セグレ‖[著] 中村秀明‖訳 

C-ｱ 呪術廻戦 0 東京都立呪術高等専門学校 眩しい闇 芥見下々‖著 

C-ﾊ キングダム 63 原泰久‖著 

 


