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9月30日付で入った新着図書145冊

（一般書116冊、児童書29冊）の分類別一覧です。

図書の背についている丸い金色のシールが目印です。

京極町 ”みんなの図書館 ”湧学館



【総記】 【自然科学】
007.3 知識ゼロからはじめる!プログラミング 459  鉱物のある暮らし練習帖（さとう かよこ）

副業で月収10万円（高橋 千陽） 468.8 新・海辺を食べる図鑑（向原 祥隆）
474.8 不思議で怪しいきのこのはなし

【哲学】 （ホクトきのこ総合研究所）
143.6 イラストですぐわかる!息子のトリセツ 480.4 どっちがどっちまぎらわしい生きものたち

（黒川 伊保子） （梁井 貴史）
145.2 夢を見るとき脳は（アントニオ　ザドラ） 489.6 クジラの骨と僕らの未来（中村 玄）
146.8 毎日がうまくいく朝のスイッチ（大嶋 信頼）
147  宇宙人が教えるポジティブな地球の過ごし方 （医学・薬学）

（the Planet from Nebula） 491.3 なぜ眠るのか（パトリシア　S.ダニエルズ）
B147  前世を記憶する子どもたち（KADOKAWA） 493.1 尿酸値リセット（細谷 龍男）
152.1 マッチングアプリのはじめ方（白崎 萌） 493.6 痛風の朝（キン マサタカ）
159  人生を切り開く笑いのチカラ（安積 中） 493.7 認知症が進まない話し方があった(吉田勝明）
159  すべてはノートからはじまる（倉下 忠憲） 494.2 あなたが手術を受ける前に読む本
B159.4 働き方完全無双（ひろゆき） （名古屋市立大学）
159.7 本当の「心の強さ」ってなんだろう? 494.7 美容外科の名医が教える「切らないで治す

（齋藤 孝） 眼瞼下垂」の本第2弾（眞崎 信行）
168  自分に集中する技術（ジェイ　シェティ） 496.3 緑内障・白内障・黄斑変性自分で防ぎ治す

特効ケア（マキノ出版）
【歴史】 496.4 近視から子どもたちの目を守れ!（木下 望）

210.0 オカマの日本史（山口 志穂） 498.3 世界一簡単な驚きの健康法マウステーピング
210.2 かわいい古代（譽田 亜紀子） （今井 一彰）
211  世界遺産北の縄文（北海道新聞社） 498.3 抗加齢専門医が毎日やっている「脳の解毒」
289.1 伊藤半次の絵手紙（伊藤 半次） で一生ボケない脳になる!（本間 良子）

498.5 きれいな人の老けない食べ方（森 拓郎）
【社会科学】

302.1 これでいいのか北海道まちの問題編 【技術】
（昼間 たかし） 518.5 日本全国ゴミ清掃員とゴミのちょっといい話

302.1 これでいいのか北海道道民探究編 （滝沢 秀一）
（昼間 たかし） 527 後悔しない家づくりのすべて（げげ）

302.7 南の島フィジーの脱力幸福論（永崎 裕麻）
（家政学・生活科学）

304  数字を読めない「文系バカ」が日本をダメ 590 ゆとりOLの毎日はなまるひとり暮らしルール
にする（高橋　洋一） （KADOKAWA)

304  立花隆 最後に語り伝えたいこと（立花 隆）590 暮らしが変わる時短家事（かおり）
304  他者の靴を履く（ブレイディみかこ） 591 本当の自由を手に入れるお金の大学
336.8 何でそれに決めたの?（而二不二） （両@リベ大学長）
345  税金を払わずに生きてゆく逃税術 593.8 振袖日和2023年度版（新潮社）

（大村 大次郎） 594.2 こころのままに季節を楽しむ紙刺しゅう
B367.1 フェミニズムに出会って長生きしたく （Piro）

なった。（アルテイシア） 596 食堂あさごはんのレシピ（中井 エリカ）
367.7 “もしも”のときに子どもに迷惑をかけ 596.3 超お手軽ヴィーガン料理

ないための準備ブック（永峰 英太郎） （オリヴィア　ビアマン）
369.2 親の介護は知らなきゃバカ見ることだらけ 596.7 空色の喫茶店Recipe（tsunekawa）

（鳥居 りんこ） 597 北欧テイストの部屋づくりno.33
370.4 ニュー・チャイルドフッド （ネコ・パブリッシング）

（ジョーダン　シャピロ） 599.0 お母さんが１番！からの解放―「固定観念」
376.1 保育ひろがる部屋飾り&壁面2 と「思い込み」を捨てる！！（KADOKAWA）

（世界文化ワンダークリエイト） 599.0 まる、今日は何してた?（ひなたに はな）
379.9 10代の女の子の親が知っておくべき7つの 599.3 がんばりすぎない離乳食（伊東 優子）

こと（リサ　ダムール）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）



【産業】
602  「近代化遺産」の誕生と展開（伊東 孝） BF    静謐（北 杜夫）
619.6 納豆くらべ（石井 泰二） BF    日本SFの臨界点 石黒達昌 冬至草/雪女
645.6 変な犬図鑑（辰巳出版） （石黒 達昌）
645.7 岩合光昭み～んな元気ネコ（岩合 光昭） BF    あるいは酒でいっぱいの海（筒井 康隆）
651.3 山を買う楽しみ（扶桑社）
673.3 「ゆる副業」のはじめかたアフィリエイト （読物）

ブログ（ヒトデ） F     ガラスの海を渡る舟（寺地 はるな）
673.3 S級アフィリエイト（井口 大輝） F     おまえなんかに会いたくない（乾 ルカ）
673.7 年３４日だけの洋品店（井形　慶子） F     炎上フェニックス（石田 衣良）

F     ばにらさま（山本 文緒）
【芸術・スポーツ】 F     教場X（長岡 弘樹）

726.1 ムスコ物語（ヤマザキ マリ） F あなたを愛しているつもりで、私は-。
726.1 おぼえていても、いなくても（蛭子 能収） （遠宮 にけ）
778.2 スター・ウォーズライトセーバー大図鑑 F おかしな転生18（古流 望）

（ダニエル　ウォーレス） F 二人の噓（一雫ライオン）
780.7 アスリートが通う「マインド・ジム」 F 月下のサクラ（柚月 裕子）

（ゲーリー　マック） F アフター・サイレンス（本多 孝好）
786  森のブッシュクラフト図鑑（スズキ　サトル）F 透明な螺旋（東野 圭吾）

近視から子どもたちの目を守れ!（木下 望） F 川のほとりで羽化するぼくら（彩瀬 まる）
世界一簡単な驚きの健康法マウステーピング 【語学】 F 熱風団地（大沢 在昌）

814  日本の風景が織りなす美しい季節のことば365 F 地中の星（門井 慶喜）
抗加齢専門医が毎日やっている「脳の解毒」 心やすらぐ日本の言葉と情景写真 F 邯鄲の島遙かなり上（貫井 徳郎）

（パイインターナショナル） F 帆神（玉岡 かおる）
816  書く習慣―自分と人生が変わるいちばん大切 F オーラの発表会（綿矢 りさ）

な文章力（クロスメディア・パブリッシング）F ゴースト・ポリス・ストーリー（横関 大）
834.4 どうぶつ英語フレーズ大集合！（偕成社） F 推理大戦（似鳥 鶏）

日本全国ゴミ清掃員とゴミのちょっといい話 F 聖刻（堂場 瞬一）
【文学】 F アイスクライシス（笹本 稜平）

902.3 「探偵小説(ディテクティヴ・ノヴェル)」の F 逆玉に明日はない（楡 周平）
考古学（レジス　メサック） F バスクル新宿（大崎 梢）

911.4 シルバー川柳太陽の季節編 F やさしい猫（中島 京子）
ゆとりOLの毎日はなまるひとり暮らしルール （みやぎシルバーネット） F とにもかくにもごはん（小野寺 史宜）

F みとりねこ（有川 ひろ）
（随筆） F 総理の夫（原田 マハ）

914.6 メロンと寸劇（向田 邦子） F 感応グラン=ギニョル（空木 春宵）
914.6 生き延びるための逃走術（日原 雄一） F 夜行秘密（カツセ マサヒコ）
914.6 ねじねじ録（藤崎 彩織） F ブラザーズ・ブラジャー（佐原 ひかり）
914.6 ごきげんな散歩道（森沢 明夫） F 三週間の休暇（金融財政事情研究会）

お母さんが１番！からの解放―「固定観念」

）

「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」で大ヒットを収めたブレ

イディみかこの新作です。前作で注目を集めた「エンパシー」という言葉は

共感、他者理解、思いやり、などと訳されることが多いものの、日本だけで

なく海外でもその定義はあいまいになりがちで議論を呼んでいます。

ジェンダーや国籍を凌駕した他者を学ぶこと、考えることは、この時代を生

きる私たちに必要不可欠な過程。読み手の知性を試される、そんな一冊です。

「他者の靴を履く」 ブレイディみかこ・著

（注：書名の前の数字は分類番号です。）



【いきかた】 913  竜とそばかすの姫（細田 守）
159  こころが強くなる魔法の絵本（イ ジュユン） 913 キャプテン（ちば あきお）

913 しゅくだいがっしょう（福田 岩緒）
【しゃかい】 913 介助犬チェリーのパピーウォーカー（山口理）

337  夢のねだん図鑑（ライブ著） 913 カイとティム影の国のぼうけん（石井 睦美）

【りか】 【えほん】
493  世界一やさしい依存症入門（松本 俊彦） E おかあさんごめんなさい（みやにし たつや）

E オニのサラリーマン じごく・ごくらく運動会
【ことば】 （富安 陽子）

807  がっこう回文1（ながた みかこ） E パイロット マイルズ（ジョン バーニンガム）
E どうぶつのおやこ（きのした けい）

【おはなし】 E アンパンマンとゆうれいせん（やなせたかし）
913  黄色い夏の日（高楼 方子） E あたまにかきのき（いもと ようこ　）
913  ラストで君は「まさか!」と言う君との約束 E おつきさまのパンケーキ（真珠 まりこ）

（PHP研究所） E きみはたいせつ（クリスチャン　ロビンソン）
913  めしつかい猫と運命の宝石（あんびるやすこ）E ことりのおまじない（おおなり 修司）
913  5分で読書（カドカワ読書タイム） E ふしぎな月（富安 陽子）
913  5分で読書（カドカワ読書タイム） E おばけのジョージーとんでいったふうせん
913  僕のヒーローアカデミアTHE MOVIEワールド （ロバート　ブライト）

ヒーローズミッション（堀越 耕平） E きんたろうようちえん（やぎ たみこ）
913  うたうラッパ貝がら（如月 かずさ） E みんなおやすみ（かきもと　こうぞう）

もう、ひとりじゃない。「サマーウォーズ」「バケモノの子」の細田守監督作品。

高知の田舎町で父と暮らす17歳の高校生・すずは、幼い頃に母を事故で亡くし、現実世界

では心を閉ざしていた。

ある日、親友に誘われたことをきっかけに“もうひとつの現実”と呼ばれるインターネット上

の超巨大仮想空間〈U〉に「ベル」というアバターで参加することに。ずっと秘めてきた比類

なき歌声で瞬く間に世界中から注目される歌姫となったすず(ベル)は、〈U〉の中で「竜」と

呼ばれ恐れられている

謎の存在に出逢う。凶暴ながらもどこか孤独な竜との出逢いをきっかけに、すずは自分の

中にある迷いや弱さと向き合っていく――。歌が導く奇跡の出会いと成長の物語!

「竜とそばかすの姫」 細田守 作

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

「スマホもゲームもやめられない」「市販薬を飲む量が増えてきた」

「本当はリスカをやめたい」…

誰もがなりうる「依存症」について、最前線で治療にあたる精神科医がやさしくひも解く。

著書の松本俊彦氏は、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究

部長。

「自分を傷つけずにはいられない」「もしも「死にたい」と言われたら」「自傷からの回復」な

ど、多数執筆。

「世界一やさしい依存症入門; やめられないのは誰かのせい?」 松本俊彦 著


