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9月30日付で入った新着図書68冊（一般書47冊、

児童書21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。



【哲学】 【産業】
193.0 死海文書（ジャン　ピエール　イスブ） 666.9 金魚いろ×かたち謎解き図鑑（大森 義裕）

【歴史】 【芸術・スポーツ】
235.0 ザ・ナイン（グウェン　ストラウス） 726.1 漫画で知る「戦争と日本」壮絶!
289.3 世界でいちばん幸せな男（エディ　ジェイク） 特攻篇（水木 しげる）
290.9 地球の歩き方C01（地球の歩き方編集室） 726.1 漫画で知る「戦争と日本」

敗走記篇（水木 しげる）
【社会科学】 750 tupera tuperaの手づくりおもちゃ

304 年寄りは本気だ（養老 孟司） （tupera tupera）
319.8 数奇な航海（川井 龍介） 779.1 ぼやいて、聞いて。（塙 宣之）
337.3 今こそ「金」（亀井 幸一郎）
367.7 90歳になっても、楽しく生きる（樋口 恵子） 【文学】
368.6 高齢者を身近な危険から守る本（森 透匡） （読物）
369 「ヤングケアラー」とは誰か（村上 靖彦） F 噓つきジェンガ（辻村 深月）

F ドラゴンを抱きし者たち（蛍 ヒカル）
【自然科学】 F レペゼン母（宇野 碧）

407 かこさとし科学絵本の世界（藤嶋 昭） F 流れる星をつかまえに（吉川 トリコ）
450.9 日本の自然風景ワンダーランド（小泉 武栄） F 祈りのカルテ[2]（知念 実希人）
453.8 噴火と寒冷化の災害史（石 弘之） F きらめきを落としても（鯨井 あめ）

F 見習医ワトソンの追究（鏑木 蓮）
（医学・薬学） F クローゼットファイル（川瀬 七緒）

490.1 ふたつの誕生日（大谷 邦郎） F 殺人者の白い檻（長岡 弘樹）
493.7 ストレス脳（アンデシュ　ハンセン） F 終活中毒（秋吉 理香子）
493.7 精神科医の本音（益田 裕介） F 嫌いなら呼ぶなよ（綿矢 りさ）
495.6 ママ、パパ、生まれる前から大好きだよ! F よって件のごとし（宮部 みゆき）

（池川 明） F 腹を割ったら血が出るだけさ（住野 よる）
497.9 食事でムセない!飲み込みづらい声がかすれる F その本は（又吉 直樹）

セキ込む口が渇くを克服!のどを鍛える
長生きうがい（平野 浩彦） （随筆）

498.2 日本の中絶（塚原 久美） 914.6 小さなひとり暮らしのものがたり
（みつはし ちかこ）

【技術】 914.6 そして誰もゆとらなくなった（朝井 リョウ）
571.5 身のまわりの水のはなし（斎藤 恭一）

【大活字本】
（家政学・生活科学） LF 硝子の葦　上（桜木 紫乃）

591 正しい家計管理長期プラン編（林 總） LF 硝子の葦　下（桜木 紫乃）
591 正しい家計管理（林 總）
593.3 手作りしたいキッズのへんしん服

（ブティック社）
596 ムダゼロ献立（武蔵 裕子）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

「流れる星をつかまえに」

家族仲がしっくりいかず、生き方に迷う主婦。

16歳になる直前まで自分が在日韓国人だと知らなかった姉妹。ゲイである

ことに葛藤する男子高生。血の繋がった子どもを持てなかった母親。卒業式

の日にプロムを開催すべく奮闘するモーレツ女子高生たち――ままならな

い日常に悩み惑う人たちの踏み出す一歩が、あなたの背中をそっと押して

くれます。

『余命一年、男をかう』で大注目の著者が贈る、明日もがんばる元気をくれ

る連作短編集。

吉川 トリコ ・著



【しゃかい】 （海外のおはなし）
333 SDGsのサバイバル（韓 賢東） 933 名探偵ポアロ 
366 なりたい!が見つかるお仕事図鑑 ハロウィーン・パーティ（アガサ クリスティ）

（朝日新聞出版） 933 いもうとなんかいらない（ロイス　ダンカン）

【げいじゅつ】 【えほん】
798 さすがさがすさ（伊藤 文人） E とんかつのぼうけん（塚本 やすし）

【おはなし】 E キーウの月（ジャンニ　ロダーリ）
（日本のおはなし） E もうじきたべられるぼく（はせがわ ゆうじ）

913 5年1組ひみつだよ（吉野 万理子） E アンパンマンとらんぼうや（やなせ たかし）
913 ONE PIECE FILM RED（尾田 栄一郎） E アニマルバスともぐらバス（あさの ますみ）
913 なりたいアナタにプロデュース。2 E これ、なーんだ?（今井 しのぶ）

（浪速 ゆう） E やぎのジョニーの夢（かわまた あやこ）
913 ガリレオの事件簿1（東野 圭吾） E バリバリしゅうしゅうしゃ
913 トラブル旅行社[2]（廣嶋 玲子） （視覚デザイン研究所）
913 がっこうのおばけずかん（斉藤 洋） E なっとうくんのぼうけん（笹 公人）
913 5分後にときめくラスト（エブリスタ）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

「アニマルバスともぐらバス」

ここは、動物でもあり乗りものでもあるふしぎな生きもの、

アニマルバスが暮らす村。

おっちょこちょいな見習いバスのシーバは、でこぼこ道を走る練習

中に、大きな穴に落ちてしまいました。その先にいたのは……なん

と先輩のもぐらバス・モルモル! モルモルはお客さん思いで、走るの

もとっても上手。

そんなモルモルにあこがれた見習いバスのなかまたちは、地下の

幼稚園の遠足をお手伝いすることに…

あさのますみ・文 こてらしほ・絵

「トラブル旅行社 魔獣牧場でホームステイ」

これからの時代を生き抜くために鍛えたい、お子さまの「考える力」。2020

年度に改訂された学習指導要領でも、重要視する力として「思考力」が挙げ

られています。

本書は、おなじみの「日本むかし話」を題材にして、楽しく考える力を伸ば

す一冊。「桃太郎の鬼は本当に悪いヤツなの？」「桃太郎はなぜスイカ太郎

じゃないの？」「『日本一』の旗を持った桃太郎。日本一って誰が決めた

の？」など、物語をさまざまな角度から読み解いて、考える練習をすること

ができます。

廣嶋 玲子 ・文 コマツ シンヤ・絵


