
■10月度の新着図書

分類 タイトル 著者
1 読書 彗星図書館 皆川　博子著
2 読書 まなの本棚 芦田　愛菜著
3 人体 ひと目でわかる心のしくみとはたらき図鑑 黒木　俊秀監修
4 老後 70歳のたしなみ 坂東　眞理子著
5 歴史 ユダヤ人を命がけで救った人びと キャロル・リトナー編
6 伝記 わたしも、昔は子どもでした。 『子どものしあわせ』編集部編
7 姓氏 トク盛り「名字」丼 高信　幸男著
8 旅行 絶対に住めない世界のゴーストタウン クリス・マクナブ著
9 文化 英語で読む外国人がほんとに知りたい日本の文化と歴史 ロックリー　トーマス著

10 旅行 るるぶ日帰り温泉名古屋東海信州北陸
11 温泉 温泉やど関西
12 旅行 るるぶアメリカ西海岸
13 職業 消防官になるには 益田　美樹著
14 国連 国連事務総長 田　仁揆著
15 社会 貧困専業主婦 周　燕飛著
16 家族 孤絶 読売新聞社会部著
17 老後 老いる前の整理はじめます！ コンシューマーズ京都監修
18 社会 はじめよう！SOGIハラのない学校・職場づくり 「なくそう！SOGIハラ」実行委員会編
19 災害 図解異常気象のしくみと自然災害対策術 ゲリー・マッコール著
20 災害 警視庁災害対策課ツイッター防災ヒント110 日本経済新聞出版社編
21 不登校 9月1日 樹木　希林著
22 いじめ 死ぬんじゃねーぞ！！ 中川　翔子著
23 教育 いつの間に？！ココまで変わった学校の教科書 コンデックス情報研究所編著
24 教育 頭のいい子に育つ0歳からの親子で音読 山口　謠司絵・ことば
25 包装 日本の折形歳時記 飯田　猷子著
26 宇宙 ことばにできない宇宙のふしぎ エラ・フランシス・サンダース著　イラスト
27 海洋 潜れ！さかなクン さかなクン著
28 恐竜 リアルサイズ古生物図鑑 土屋　健著
29 恐竜 NHKスペシャル恐竜超世界 NHKスペシャル「恐竜超世界」制作班編著
30 動物 図解身近にあふれる「危険な生物」が3時間でわかる本 西海　太介著
31 貝 子どもと一緒に覚えたい貝殻の名前 東海大学海洋学部監修
32 医学 僕は偽薬を売ることにした 水口　直樹著
33 医学 超高齢社会のリアル 鈴木　隆雄著
34 医学 親の認知症に気づいたら読む本 杉山　孝博監修
35 医学 子育てハッピーアドバイス知っててよかった小児科の巻 吉崎　達郎ほか著
36 自動車 羽田圭介、クルマを買う。 羽田　圭介著
37 工業 食品工場のしくみ 河岸　宏和著
38 編物 編み物のかんたんなサイズ調整と製図と割り出しの基礎
39 キルト 時間（とき）の花束 三浦　百惠著
40 髪型 大人のあか抜けひとつ結び GARDEN監修
41 料理 素材の旨味を引き出す塩とこしょうのシンプルレシピ 浜内　千波著
42 料理 手順3つで、しっかりおいしい毎日のシニアごはん 横山　タカ子料理
43 料理 何が「いただく」ぢゃ！ 姫野　カオルコ著
44 園芸 はじめての果樹の育て方
45 演芸 チコちゃんに叱られる NHK「チコちゃんに叱られる！」制作班編
46 美術 もっと知りたいミュシャ 千足　伸行著
47 工芸 ティッシュで作るリアルな昆虫 駒宮　洋著
48 工作 脳を鍛えるブロックおりがみ 大原　まゆみ著
49 音楽 フレーズで覚える三味線入門 小塩　さとみ著
50 芸能 夢見鳥 中村　吉右衛門著
51 アニメ サザエさんヒストリーブック
52 スポーツ オリンピックは平和の祭典 舛本　直文著
53 スポーツ オリンピック全大会 武田　薫著
54 キャンプ キャンプ大事典 松山　拓也監修
55 日本語 「やさしい日本語」で観光客を迎えよう 加藤　好崇編著
56 文学 世界文学アンソロジー 秋草　俊一郎編
57 俳句 ひぐらし先生、俳句おしえてください。 堀本　裕樹著
58 小説 ジョン・マン 山本　一力著
59 小説 てんげんつう 畠中　恵著
60 小説 夏の騎士 百田　尚樹著
61 小説 妙麟 赤神　諒著
62 小説 極限の婚約者たち 新堂　冬樹著
63 小説 我らが少女A 高村　薫著
64 小説 純子 赤松　利市著
65 小説 星から来た船 新井　素子著
66 小説 よこがお 深田　晃司著
67 小説 最後のページをめくるまで 水生　大海著
68 小説 スワロウテイルの消失点 川瀬　七緒著
69 小説 明日死んだ男 赤川　次郎著
70 小説 ひと喰い介護 安田　依央著
71 小説 灼熱 秋吉　理香子著
72 小説 窓の外を見てください 片岡　義男著
73 小説 グスコーブドリの太陽系 古川　日出男著
74 小説 ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 4 TYPE-MOON原作
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75 小説 烈風ただなか あさの　あつこ著
76 小説 営繕かるかや怪異譚 小野　不由美著
77 小説 氷獄 海堂　尊著
78 小説 君が異端だった頃 島田　雅彦著
79 小説 絶声 下村　敦史著
80 小説 格闘 高樹　のぶ子著
81 小説 決断の刻（とき） 堂場　瞬一著
82 小説 純潔 嶽本　野ばら著
83 小説 森があふれる 彩瀬　まる著
84 小説 老父よ、帰れ 久坂部　羊著
85 小説 伊勢佐木町探偵ブルース 東川　篤哉著
86 小説 地先 乙川　優三郎著
87 小説 戦国の教科書 天野　純希著
88 随筆 のっけから失礼します 三浦　しをん著
89 随筆 センス・オブ・シェイム 酒井　順子著
90 随筆 伯爵のお気に入り 向田　邦子著
91 手記 この顔と生きるということ 岩井　建樹著
92 随筆 やわらかく、考える。 外山　滋比古著


