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10月21日付で入った新着図書83冊（一般書58冊、

児童書25冊）の分類別一覧です。

図書の背についている丸い水色のシールが

目印です。



【総記】 【芸術・スポーツ】
007.6 独学コンピューターサイエンティスト 723 世界一やばい西洋絵画の見方入門（山田 五郎）

（コーリー　アルソフ） 763.9 初心者のためのキーボード講座[2022]
007.6 早く仕事を終わらせたいから、 （自由現代社編集部）

プログラミング始めました。（熊谷 基継）
【文学】

【哲学】 （読物）
104 哲学者たちの思想、戦わせてみました F クロコダイル・ティアーズ（雫井 脩介）

（畠山創） F いけない2（道尾 秀介）
159 限りある時間の使い方 F ペットショップ無惨（石田 衣良）

（オリバー　バークマン） F オリンピックを殺す日（堂場 瞬一）
169.1 カルトの子（米本 和広） F ハヤブサ消防団（池井戸 潤）

F 匿名（柿原 朋哉）
【歴史】 F 越境刑事（中山 七里）

281.0 人生はそれでも続く F 新!店長がバカすぎて（早見 和真）
（読売新聞社会部「あれから」取材班） F 競争の番人[2]（新川 帆立）

290.9 地球の歩き方ムー（地球の歩き方） F デクリネゾン（金原 ひとみ）
291.0 田中陽希日記（田中 陽希） F レッドゾーン（夏川 草介）

F 此の世の果ての殺人（荒木 あかね）
【社会科学】 F ロスト・スピーシーズ（下村 敦史）

333.8 わたしは「セロ弾きのゴーシュ」（中村 哲） F 営繕かるかや怪異譚その3（小野 不由美）
361.4 賢い人ほど騙される（ロブ　ブラザートン） F レジデンス（小野寺 史宜）
379.9 我が息子、慎太郎と裕次郎（石原 光子） F 祝祭の子（逸木 裕）

F 家裁調査官・庵原かのん（乃南 アサ）
【自然科学】 F サバカンSABAKAN（金沢 知樹）

421.2 文系のためのめっちゃやさしい時間 F パンとサーカス（島田 雅彦）
（吉田 直紀） BF 生命の略奪者（知念 実希人）

481.7 カモフラージュ（スティーブ　パーカー） BF 君がくれた物語は、いつか星空に輝く
486.1 虫のぬけがら図鑑（安田 守） （いぬじゅん）
486.8 蝶が来る庭（海野 和男） BF 小説すずめの戸締まり（新海 誠）

BF 震える天秤（染井 為人）
（医学・薬学） BF レミは生きている（平野 威馬雄）

492.2 カンタン!救急蘇生（小林 正直）
493.9 こどものアレルギー基礎BOOK（今井 孝成） （手記）
494.7 股関節痛の教科書（齊藤 貴志） B916 ぼけますから、よろしくお願いします。
498.5 缶詰ひとつで養生ごはん（久保 奈穂実） （信友 直子）

【技術】 （外国文学）
537.9 DIYでキャンピングカーを作る（キャンプ） 929.1 Bright（ジェシカ　チョン）

B933.7 シャーロック・ホームズとシャドウェルの影
（家政学・生活科学） （ジェイムズ　ラヴグローヴ）

596 藤井恵のちょっと具合のわるいときの食事
（藤井 恵） 【地域資料（郷土資料）】

596 平野レミのオールスターレシピ（平野 レミ） H673.7 奇跡の小売り王国「北海道企業」は
なぜ強いのか（浜中 淳）

【産業】
611.3 そのとき、日本は何人養える?（篠原 信） 【参考図書】
611.6 農協の闇（窪田 新之助） R350.9 世界国勢図会2022/23（矢野恒太記念会）
612.1 農家はもっと減っていい（久松 達央）
674.3 クイズdeデザイン（ingectar‐e）
675 3秒で勝負を決めるビジネスTikTok

（堀越 大樹）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）



【しゃかい】
316 止めたい!人種差別1（関橋 眞理） 910 いにしえの言葉に学ぶきみを変える
316 止めたい!人種差別2（関橋 眞理） 古典の名言[3]（福井 蓮）
316 止めたい!人種差別3（関橋 眞理）
368 「死んでもいいけど、死んじゃだめ」 （日本のおはなし）

と僕が言い続ける理由（大空 幸星） 913 生き抜け!（山口 理）
913 おかあちゃんにきんメダル!（いどき えり）

【りか】
457 新恐竜100（小林 快次） （海外のおはなし）
489 命の境界線（今西 乃子） 933 魔女だったかもしれないわたし

（エル　マクニコル）
【こうぎょう】 933 かわいい子ランキング（ブリジット　ヤング）

540 無駄なマシーンを発明しよう!（藤原 麻里菜）
【えほん】

【げいじゅつ】 E はしゃぎすぎたらやってみて!
781 季節の草花あそび春（相澤 悦子） （オーレリー　シアン　ショウ　シーヌ）
781 季節の草花あそび夏（相澤 悦子） E からっぽのにくまん（まつなが もえ）
781 季節の草花あそび秋（相澤 悦子） E ともだちがほしかったおばけ
781 季節の草花あそび冬（相澤 悦子） （スザンヌ　コフマン）

E まねまねどうぶつ（shimizu）
【おはなし】 E アミとランのおとなになるまえの

910 いにしえの言葉に学ぶきみを変える 性の絵本1（安藤 由紀）
古典の名言[1]（福井 蓮） E パンしろくま（柴田 ケイコ）

910 いにしえの言葉に学ぶきみを変える E どうぶつせんきょ（アンドレ　ホドリゲス）
古典の名言[2]（福井 蓮）

（注：書名の前の数字は分類番号です。）

「はしゃぎすぎたらやってみて！」 オーレリー シアン ショウ シーヌ・絵

垣内 磯子・訳

「パンとサーカス」

政治的関心を失った民衆には、食料（パン）と見世物（サーカス）

を与えておけば支配は容易い。

戦争、犯罪、天災、疫病――どれもがサーカスとなる。

不正隠蔽の犠牲となった父親の復讐を果たすため、CIAエージェ

ントになった男は、日・米両政府の表と裏を巧みに欺き、いつしか

日本国民の仇をとる。

これは世直しか、テロリズムか？

諦めの横溢する日本で、いざ、サーカスの幕が上がる！

島田 雅彦・著

世界中で大ヒット！ネガティブな感情をととのえる呼吸セラピー絵本です。

「やんちゃすぎて落ち着きがなくなっちゃう子」のための呼吸法です。

はしゃぐことは悪いことじゃない！ でもね、ずっとハイテンションだと、

自分もまわりも、困っちゃう。

そんなとき、息を「ふーっ」とすることで、気持ちが落ち着いておだやかに

なれる方法があります。ガストンといっしょに、ふーっ。ユニコーンの子ども・

ガストンといっしょに、気分を切り替える呼吸法を学びます。


