
１１月の新着図書 

 請求記号 書名 著者名 

 

総

記 

 

情

報 

007.6-ﾖ 問題解決のための「アルゴリズム×数学」が基礎からしっか

り身につく本 

米田/優峻‖著 

S-010.2-ﾀ 図書館の日本文化史 高山/正也‖著 

015-ｺ 調べ物に役立つ図書館のデータベース 小曽川/真貴‖著 

021.2-ｲ SNS 別最新著作権入門 「これって違法!?」の心配が消え

る IT リテラシーを高める基礎知識 

井上/拓‖著 

033.4-ｸ ギネス世界記録 2023 クレイグ・グレンディ‖編 

069-ﾎ ザ・ミュージアム 世界の知と美の殿堂 オーウェン・ホプキンズ‖著 

   

 

哲

学 

 

宗

教 

136-ｵ 大衆の反逆 オルテガ・イ・ガセット‖著 

146.8-ｲ 対話のことば オープンダイアローグに学ぶ問題解消のため

の対話の心得 

井庭/崇‖著 長井/雅史‖著 

151.6-ﾏ ウェルビーイング 前野/隆司‖著 前野/マドカ‖著 

151.6-ﾏ 幸せな大人になれますか 前野/隆司‖著 

159.4-ｺ 自分のミライの見つけ方 いつか働くきみに伝えたい『やりた

いこと探し』より大切なこと 

児美川/孝一郎‖著 

162-ｼ 一冊でわかるイラストでわかる図解宗教史 起源〜現代一

気に読める 110テーマ 

塩尻/和子‖監修 津城/寛文‖監

修 吉水/千鶴子‖監修 

 

歴

史 

 

地

理 

210-ｲ マンガでわかる考古遺跡発掘ワーク・マニュアル 今井/しょうこ‖著 植田/真‖監修 

210.3-ｼ 平将門と藤原純友 天慶の乱,草創期武士の悲痛な叫び 下向井/龍彦‖著 

K-213.7-ﾀ 幻想の都鎌倉 都市としての歴史をたどる 高橋/慎一朗‖著 

289.2-ﾄ 「ナパーム弾の少女」五〇年の物語 藤/えりか‖著 

289.3-ﾜ ワシントン 共和国の最初の大統領 中野/勝郎‖著 

292.2-ｶ 台湾のトリセツ 片倉/佳史‖執筆・撮影 

292.2-ﾔ 中国大陸大全 33地域の暮らしと文化が丸わかり! ヤンチャン‖著 

 

 

社

会

科

学 

 

 

政

治 

 

法

律 

 

経

済 

 

 

 

 

福

祉 

 

教

育 

302.3-ｲ 池上彰の世界の見方 東欧・旧ソ連の国々 池上/彰‖著 

302.3-ｺ ロシア点描 まちかどから見るプーチン帝国の素顔 小泉/悠‖著 

S-304-ｵ この世界の問い方 普遍的な正義と資本主義の行方 大澤/真幸‖著 

312.1-ﾆ ぶっちゃけ、誰が国を動かしているのか教えてください 17

歳からの民主主義とメディアの授業 

西田/亮介‖著 

319.8-ｻ 光にむかって サーロー節子ノーベル平和賞のスピーチ サーロー節子‖[述] くさば/よしみ‖

編 やまなか/ももこ‖絵 

326.3-ﾊ もしキミが、人を傷つけたなら、傷つけられたなら 10 代か

ら学んでほしい体と心の守り方 

犯罪学教室のかなえ先生‖著 

329.9-ｻ ボーダー 移民と難民 佐々/涼子‖著 

I-329.9-ﾔ 隣人のあなた 「移民社会」日本でいま起きていること 安田/菜津紀‖著 

331-ﾒ アメリカの高校生が学んでいる経済の教室 デーヴィッド・A.メイヤー‖著 

S-331-ﾔ 大都市はどうやってできるのか 山本/和博‖著 

334.4-ｶ 日本に住んでる世界のひと 金井/真紀‖文・絵 

336-ｼ MBAの超基本見るだけノート 嶋田/毅‖監修 

337.8-ﾜ 物価とは何か 渡辺/努‖著 

361.4-ﾊ 10 代で知っておきたい「同意」の話 YES、NO を自分で決

める 12のヒント 

ジャスティン・ハンコック‖文 ヒュー

シャ・マクアリー‖絵 

364-ｲ 10歳から使ってほしいみんなのお金とサービス大事典 井手/英策‖著 

364-ｹ ちょっと気になる社会保障 V3 権丈/善一‖著 

S-367.1-ｼ フェミニズムってなんですか? 清水/晶子‖著 

369.2-ｱ 障害者ってだれのこと? 「わからない」からはじめよう 荒井/裕樹‖著 

369.2-ｵ 落合陽一 34歳、「老い」と向き合う 落合/陽一‖著 

375.1-ｲ 情報活用型プロジェクト学習ガイドブック 2.0  稲垣/忠‖編著 

375.3-ｽ 未来の市民を育む「公共」の授業 杉浦/真理‖編 菅澤/康雄‖編 

斎藤/一久‖編 

375.3-ﾜ 主権者教育論 学校カリキュラム・学力・教師 渡部/竜也‖著 



 

 

 

社

会

科

学 

376.8-ﾅ 情報学部 中高生のための学部選びガイド 漆原/次郎‖著 

377.2-ﾄ 東大 2023 東大等身大 東京大学新聞社‖企画・編集 

378-ﾁ うちの子は字が書けない 発達性読み書き障害の息子が

います 

千葉/リョウコ‖著 宇野/彰‖監修 

378-ﾑ イタリアのフルインクルーシブ教育 障害児の学校を無くし

た教育の歴史・課題・理念 

アントネッロ・ムーラ‖著 大内/進‖

監修 

378.28-ｼ やさしくわかるはじめての手話 手話教室華乃樹‖監修 

383.6-ﾏ 懐かしくて新しい「銭湯学」 町田/忍‖監修 

384.5-ﾆ 伝承遊び大百科 現代アレンジで遊ぶ 西村/誠[ほか]‖編 青木/好子‖

[ほか]著 

 

 

 

 

 

 

自

然

科

学 

403.6-ｺ 理科年表 第 96冊(令和 5年) 国立天文台‖編 

404-ｶ 世界の研究者が調べたすごすぎる実験の図鑑   

B-421-ﾊ 宇宙を解くパズル 「真理」は直観に反している カムラン・バッファ‖著 

B-421.3-ﾑ 量子の世界をみる方法「スピン」とは何か 村上/洋一‖編・著 

440.9-ｵ イラストで見る UFOの歴史 アダム・オールサッチ・ボードマン‖絵

と文 

B-443.9-ﾏ 宇宙の終わりに何が起こるのか 最新理論が予言する「5

つの終末シナリオ」 

ケイティ・マック‖著 

455.8-ﾆ 土砂災害の疑問 55 日本応用地質学会災害地質研究部

会‖編 

457.8-ｷ 化石の復元、承ります。 古生物復元師たちのおしごと 木村/由莉‖監修 

460.4-ｺ 飛ばないトカゲ ようこそ!サイエンスの「森」へ 小林/洋美‖著 

473.3-ｶ 変形菌 発見と観察を楽しむ自然図鑑 川上/新一‖解説 新井/文彦‖写

真 高野/丈‖写真 

486-ｸ サイレント・アース 昆虫たちの「沈黙の春」 デイヴ・グールソン‖著 

491-ﾃ 人体の全貌を知れ ダニエル・M.デイヴィス‖著  

B-491.3-ﾐ カラー図解脳の教科書 はじめての「脳科学」入門 三上/章允‖著 

498.4-ｸ 気象病ハンドブック 低気圧不調が和らぐヒントとセルフケア 久手堅/司‖著 

 

技

術 

 

家

政 

501.8-ｲ 体はゆく できるを科学する<テクノロジー×身体> 伊藤/亜紗‖著 

518.5-ﾆ 災害とトイレ 緊急事態に備えた対応 日本トイレ協会‖編 

518.5-ﾆ 快適なトイレ 便利・清潔・安心して滞在できる空間 日本トイレ協会‖編 

518.5-ﾆ SDGs とトイレ 地球にやさしく、誰もが使えるために 日本トイレ協会‖編 

519.9-ﾌ AI×防災 データが紡ぐ未来の安心・安全 古田/均[ほか]‖著 

547.4-ﾊ メタバース進化論 バーチャル美少女ねむ‖著 

596.3-ﾋ 超お手軽ヴィーガン料理 手間もお金もかからないレシピ

112 

オリヴィア・ビアマン‖著 

 

産

業 

626.1-ﾀ 野菜と果物すごい品種図鑑 知られざるルーツを味わう 竹下/大学‖著 

666.9-ｵ 金魚いろ×かたち謎解き図鑑 どうしてデメキンやランチュ

ウみたいになるの? 

大森/義裕‖著 

674.7-ﾊ 冊子&折りパンフの構図とレイアウト パイインターナショナル‖編著 

 

芸

術 

 

 

ス

ポ

｜

ツ 

723-ﾅ 名画の中で働く人々 「仕事」で学ぶ西洋史 中野/京子‖著 

723.3-ﾋ ピカソ作品集 ピカソ‖[画] 大高/保二郎‖著 

726.1-ﾄ -物語を作る人のための-キャラクター設定ノート 鳥居/彩音‖著 榎本/秋‖監修 

763.5-ﾖ まるごとマンドリンの本 吉田/剛士‖著 

764.7-ｱ 音楽とファッション 6つの現代的視点 青野/賢一‖著 

I-767.6-ｻ うたに刻まれたハンセン病隔離の歴史 園歌はうたう 沢/知恵‖著 

770-ﾋ ともに生きるための演劇 平田/オリザ‖著 

778.7-ｽ ジブリの立体建造物展 図録 スタジオジブリ‖編 

783.7-ﾓ 47都道府県・高校野球百科 森岡/浩‖著 

786.3-ﾜ はじめてでもよくわかるソロキャンプの便利帳 渡辺/有祐‖著 

 

言

語 

816.6-ｽ 季節と気持ちを上手に伝える手紙の書き方マナー&文例

集 

杉本/祐子‖著 

833-ﾐ ジーニアス英和辞典 南出/康世‖編集主幹 中邑/光男

‖編集主幹 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日

本

文

学 

91-ｱ 君を描けば噓になる 綾崎/隼‖[著] 

91-ｱ 神と王 [2] 謀りの玉座 浅葉/なつ‖著 

91-ｵ 緑の我が家 小野/不由美‖[著] 

91-ｵ まち 小野寺/史宜‖著 

91-ｶ ぼくの死体をよろしくたのむ 川上/弘美‖著 

91-ｶ ソードアート・オンライン 27 ユナイタル・リング 6 川原/礫‖[著] 

91-ｷ ようこそ実力至上主義の教室へ 2年生編 8 衣笠/彰梧‖著 

91-ｺ さよならの言い方なんて知らない。 7 河野/裕‖著 

91-ｻ 一瞬の風になれ 1～3 佐藤/多佳子‖[著] 

91-ｻ メイジアン・カンパニー 5 魔法科高校の劣等生 続 佐島/勤‖[著] 

91-ｼ 君の傷痕が知りたい 汐見/夏衛‖著 けんご‖著 夏目/

はるの‖著 天野/つばめ‖著 春

登/あき‖著 春田/陽菜‖著 

91-ﾇ タスキメシ箱根 額賀/澪‖著 

91-ﾓ 満月珈琲店の星詠み [4] メタモルフォーゼの調べ 望月/麻衣‖著 桜田/千尋‖画 

910.2-ﾊ 日本のヤバい女の子 静かなる抵抗 はらだ/有彩‖著 

911.08-ﾃ 寺山修司詩集 寺山/修司‖著 

911.56-ﾅ 詩集『山羊の歌』より 中原/中也‖著 まくらくらま‖絵 

911.66-ﾅ 中島みゆき詩集 中島/みゆき‖著 

913.6-ｲ 光のとこにいてね 一穂/ミチ‖著 

913.6-ｳ 変な絵 あなたには、この絵の「謎」が、解けますか? 雨穴‖著 

913.6-ｵ 「十二国記」30周年記念ガイドブック 新潮社‖編 

913.6-ｼ 憐憫 島本/理生‖著 

913.6-ﾀ 太陽諸島 多和田/葉子‖著 

913.6-ﾀ 噓つきなふたり 武田/綾乃‖著 

913.6-ﾁ 機械仕掛けの太陽 知念/実希人‖著 

913.6-ﾅ レッドゾーン 夏川/草介‖著 

913.6-ﾌ その意図は見えなくて 藤/つかさ‖著 

913.6-ﾔ サブスクの子と呼ばれて 山田/悠介‖著 

913.6-ﾖ 栞と噓の季節 米澤/穂信‖著 

914.6-ｲ 裸で泳ぐ 伊藤/詩織‖著 

914.6-ﾐ 怪談未満 三好/愛‖著 

914.6-ﾘ 透明な膜を隔てながら 李/琴峰‖著 

 

 

 

 

 

 

 

海

外

文

学 

93-ｼ-20 シェイクスピア全集 20 じゃじゃ馬馴らし シェイクスピア‖著 松岡/和子‖訳 

93-ｼ-21 シェイクスピア全集 21 アントニーとクレオパトラ シェイクスピア‖著 松岡/和子‖訳 

93-ｼ-22 シェイクスピア全集 22 シンベリン シェイクスピア‖著 松岡/和子‖訳 

93-ｼ-23 シェイクスピア全集 23 トロイラスとクレシダ シェイクスピア‖著 松岡/和子‖訳 

93-ｼ-24 シェイクスピア全集 24 ヘンリー四世 全二部 シェイクスピア‖著 松岡/和子‖訳 

93-ｼ-25 シェイクスピア全集 25 ジュリアス・シーザー シェイクスピア‖著 松岡/和子‖訳 

93-ｼ-26 シェイクスピア全集 26 リチャード二世 シェイクスピア‖著 松岡/和子‖訳 

93-ｼ-27 シェイクスピア全集 27 ヴェローナの二紳士 シェイクスピア‖著 松岡/和子‖訳 

93-ｼ-28 シェイクスピア全集 28 尺には尺を シェイクスピア‖著 松岡/和子‖訳 

93-ｼ-29 シェイクスピア全集 29 アテネのタイモン シェイクスピア‖著 松岡/和子‖訳 

93-ｼ-30 シェイクスピア全集 30 ヘンリー五世 シェイクスピア‖著 松岡/和子‖訳 

93-ｼ-31 シェイクスピア全集 31 ヘンリー八世 シェイクスピア‖著 松岡/和子‖訳 

93-ｼ-32 シェイクスピア全集 32 ジョン王 シェイクスピア‖著 松岡/和子‖訳 

93-ｼ-33 シェイクスピア全集 33 終わりよければすべてよし シェイクスピア‖著 松岡/和子‖訳 

933.7-ｳ 小さなことばたちの辞書 ピップ・ウィリアムズ‖著 

933.7-ｵ 木曜殺人クラブ [2] 二度死んだ男 リチャード・オスマン‖著  

933.7-ｼ 帰りたい カミーラ・シャムジー‖著 

933.7-ﾙ カンバセーションズ・ウィズ・フレンズ サリー・ルーニー‖著  

漫

画 

C-ﾔ ブルーピリオド 13 山口/つばさ‖著 

C-ﾜ 弱虫ペダル 81 渡辺/航‖著 

 


