
 
  

 １０ 月 の 新 刊 紹 介 

 
 

迫 図 書 館 

      

  書        名 著  者  名 

一般書 

大きな字でわかりやすいＧｏｏｇｌｅグーグル入門 ＡＹＵＲＡ∥著 

我慢して生きるほど人生は長くない 鈴木 裕介∥著 

よく生きるココロエ 岸見 一郎∥著 

精神科医Ｔｏｍｙが教える心の荷物の手放し方 精神科医Ｔｏｍｙ∥著 

７０歳が老化の分かれ道 和田 秀樹∥著 

世界でいちばん素敵な古代文明の教室 実松 克義∥監修 

中学生から知りたいウクライナのこと 小山 哲∥著 

江戸の庶民から武士まで２００年家系図をつくる本 橋本 雅幸∥著 

もしキミが、人を傷つけたなら、傷つけられたなら 犯罪学教室のかなえ先生∥著 

「女子ボス」のトリセツ 川村 佳子∥著 

９０歳になっても、楽しく生きる 樋口 恵子∥著 

もうすぐ死に逝く私からいまを生きる君たちへ 水谷 修∥著 

君にもできる刃物犯罪対処マニュアル ＳＯＵ∥著 

消防レスキュー隊員が教えるだれでもできる防災事典 タイチョー∥著 

プチプラで「地震に強い部屋づくり」 辻 直美∥著 

復興を生きる 河北新報社編集局∥編 

もしもに役立つ、いつものモノ選び 松永 りえ∥著 

６カ国転校生ナージャの発見 キリーロバ ナージャ∥著 

読み書き障害〈ディスレクシア〉のある人へのサポート入門 河野 俊寛∥著 

子どもたちに大切なことを脳科学が明かしました 川島 隆太∥編著 

恐竜超世界ＩＮ ＪＡＰＡＮ 植田 和貴∥著 

全国クセすご水族館図鑑 さかなのおにいさんかわちゃん∥著 

日本の美しい水族館 銀鏡 つかさ∥写真 文 

かわいすぎる小さな野生ネコの図鑑 今泉 忠明∥監修 

図解脳に悪い１２の習慣 林 成之∥著 

メンタルを強くする食習慣 飯塚 浩∥著 

新生児科医・小児科医ふらいと先生の子育て「これってほんと？」

答えます 今西 洋介∥監修 

「肩が痛い」「腕が上がらない」人のお助けＢＯＯＫ 町田 秀樹∥著 

子どもの目を守る本 三木 淳司∥監修 



食事でムセない！飲み込みづらい声がかすれるセキ込む 

口が渇くを克服！のどを鍛える長生きうがい 平野 浩彦∥著 

「呪いの言葉」の処方箋 井上 智介∥著 

「ベストセラー健康書」１００冊を読んでわかった健康法の真実 「健康書」プロ編集者の会∥編著 

人生１００歳を目指して 山崎 文壽∥著 

家づくりはじめからおわりまで 鈴木 敏彦∥著 

ＤＩＹでキャンピングカーを作る   

僕たちはいつ宇宙に行けるのか 山崎 直子∥著 

６０歳すぎたらやめて幸せになれる１００のこと   

ＣＯＳ衣装ベストセレクション   

作務衣、甚平、はんてん、日常着   

いきいき脳活性手芸   

すみっコぐらしフェルトマスコット 佐々木 公子∥著 

手作りしたいリカちゃんの着せかえ服   

アイス部手帳 アイス部∥著 

家呑みサイコーつまみ 市瀬 悦子∥著 

これでよゆうの晩ごはん 暮しの手帖編集部∥著 

おいしい絵本レシピ 野口 真紀∥著 

平野レミのオールスターレシピ 平野 レミ∥著 

パンどろぼうのせかいいちおいしいパンレシピ 吉永 麻衣子∥料理 

世界一受けたい出産準備の講義 佐藤 彩那∥著 

湘南ＥＲが教える大切な人を守るための応急手当 湘南ＥＲ∥著 

すてきな花言葉と花の図鑑 川崎 景介∥監修 

ＤＩＹの庭づくり   

犬の教科書 増田 宏司∥監修 

ネコのカラダにいいこと事典 臼杵 新∥監修 

猫の教科書 

ＣＡＭＰ ＮＹＡＮ ＴＯＫＹＯ∥

監修 

シリコンバレー式ｇｌｏｂｏｄｙフィットネス Ｓａｙａ∥著 

暑さを味方につける〈ＨＥＡＴ〉トレーニング 中村 大輔∥著 

甲子園に行くのが夢だった 松坂 大輔∥監修 

あいまい・ぼんやり語辞典 森山 卓郎∥編 

文豪たちのヤバい手紙 別冊宝島編集部∥編 

破れ星、流れた 倉本 聰∥著 

家業とちゃぶ台 向田 邦子∥著 

春夏秋冬代行者 〔２下〕 暁 佳奈∥著 

終活中毒 秋吉 理香子∥著 

乱鴉の空 (「弥勒」シリーズ 11) あさの あつこ∥著 

ハヤブサ消防団 池井戸 潤∥著 

祝祭の子 逸木 裕∥著 

ペットショップ無惨 (池袋ウエストゲートパーク 18) 石田 衣良∥著 



蹴れ、彦五郎 今村 翔吾∥著 

灰かぶりの夕海 市川 憂人∥著 

幻告 五十嵐 律人∥著 

サイレント・ウィッチ ４ 依空 まつり∥著 

営繕かるかや怪異譚 その３ 小野 不由美∥著 

絞め殺しの樹 河崎 秋子∥著 

拝み屋念珠怪談 奈落の女 郷内 心瞳∥〔著〕 

怪談死人帰り 郷内 心瞳∥著 

マル暴ディーヴァ 今野 敏∥著 

アナベル・リイ 小池 真理子∥著 

名乗らじ （空也十番勝負 8） 佐伯 泰英∥著 

御留山 （新・酔いどれ小籐次 25） 佐伯 泰英∥著 

紅だ！ 桜庭 一樹∥著 

恋ふらむ鳥は 澤田 瞳子∥著 

競争の番人 〔２〕 新川 帆立∥著 

腹を割ったら血が出るだけさ 住野 よる∥著 

嘘つきジェンガ 辻村 深月∥著 

武漢コンフィデンシャル 手嶋 龍一∥著 

越境刑事 中山 七里∥著 

汝、星のごとく 凪良 ゆう∥著 

あさとほ 新名 智∥著 

人類最強のｓｗｅｅｔｈｅａｒｔ 西尾 維新∥〔著〕 

家裁調査官・庵原かのん 乃南 アサ∥著 

新！店長がバカすぎて 早見 和真∥〔著〕 

その本は 又吉 直樹∥著 

天海 三田 誠広∥著 

黄昏古書店の家政婦さん 〔２〕 南 潔∥著 

星屑 村山 由佳∥著 

クリ粥 (深川駕籠 4) 山本 一力∥著 

親父の納棺 柳瀬 博一∥著 

夜ふけに読みたいはじまりのイソップ物語 イソップ∥〔著〕 

六花落々 １～３ （大活字） 西條 奈加∥〔著〕 

真田幸村の遺言 上１～２ （大活字） 鳥羽 亮∥〔著〕 

真田幸村の遺言 下１～２ （大活字） 鳥羽 亮∥〔著〕 

児童書
じどうしょ

 

図書館たんけん １ 藤田 利江∥監修 

心理テスト大集合スペシャル！ キラかわ☆心理テスト研究会∥著 

４７都道府県本当は怖い昔話 上・下巻 野宮 麻未∥著 

当たる！カード占い大じてん マーク 矢崎治信∥監修 

めちゃハピ〓パーフェクトブックＤＸ マーク 矢崎治信∥監修 

アントナン・カレーム 十常 アキ∥漫画 

中村哲物語 松島 恵利子∥著 



ふじさんにっぽんいち！   

きみを強くする人権とＳＤＧｓの本 １～３ 伊藤 賀一∥監修 

おしごと年鑑 ２０２２ 谷 和樹∥監修 

めちゃうま！？昆虫食事典 内山 昭一∥監修 

世界のドラゴン伝説 平藤 喜久子∥監修 

スカイブック アンナ クレイボーン∥文 

ベイマックスの銀河と宇宙 竹内 薫∥監修 訳 

１２星座の物語 平藤 喜久子∥監修 

恐竜 小林 快次∥監修 

ようこそ！生きものハウス 菅原 嘉子∥文 

すごい毒の生きもの図鑑 船山 信次∥監修 

世界の昆虫 岡島 秀治∥監修 

コアラの世界 ジル エスバウム∥著 

立てないキリンの赤ちゃんをすくえ 佐藤 真澄∥作 

いえのなかのぼやき妖怪ずかん こざき ゆう∥文 

はじめてでも描ける！まんがキャラ魔法の描きかたレッスン★ キラかわ☆まんが研究部∥著 

ミラクルハピネス〓ゆるかわイラスト＆文字の描き方 しろくまななみん∥著 

４７都道府県の郷土玩具 ３ 日本玩具博物館∥監修 

仮面ライダー全戦士超ファイル   

日本の金メダル獲得の瞬間！ 大熊 廣明∥監修 

はるであそぼう (じゅんびのいらないしぜんあそび) 高橋 京子∥監修 

なつであそぼう (じゅんびのいらないしぜんあそび) 高橋 京子∥監修 

あきであそぼう (じゅんびのいらないしぜんあそび) 高橋 京子∥監修 

ふゆであそぼう (じゅんびのいらないしぜんあそび) 高橋 京子∥監修 

コんガらガっちきみのあたまの中、ズバリあててやる！の本 ユーフラテス∥著 

かしこい脳が育つ！１話５分おんどく名作 1～３年生 加藤 俊徳∥監修 

１３歳からのファシリテーション ちょん せいこ∥著 

漢字が日本語になるまで 円満字 二郎∥著 

ウタイテ！ １～２ ＊あいら＊∥著 

風雷きんとん 桐生 環∥作 

セカイの千怪奇 １ 木滝 りま∥作 

図書室の奥は恋する？相談室 櫻井 とりお∥著 

なりたいアナタにプロデュース。 １～２ 浪速 ゆう∥作 

太陽と月 はらだ みずき∥著 

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 １８ 廣嶋 玲子∥作 

ヨゾラ物語ファイル オンボロボットは泣かない 藤 真知子∥著 

ひみつの魔女フレンズ １～４ 宮下 恵茉∥作 

イケメン王子×４は、地味子ちゃんを溺愛したい。 〔２〕 ゆいっと∥著 

名探偵ポアロ ハロウィーン・パーティ アガサ クリスティー∥著 

デビルズ・スクール １ ジャック シャベール∥作 



 いもうとなんかいらない ロイス ダンカン∥作 

絵本
えほん

 

アニメおさるのジョージはじめてのえほん たべもの マーガレット レイ∥原作 

アニメおさるのジョージはじめてのえほん どうぶつ マーガレット レイ∥原作 

なぞなぞでおばけやしきたんけん 石津 ちひろ∥文 

ともだちがほしかったおばけ スザンヌ コフマン∥作 

パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち 柴田 ケイコ∥作 

レッサーパンダのパティりんごばたけのアップルパイ ｓｅｒｉｃｏ∥え 

わんわんハロウィーン 高林 麻里∥作 

ふしぎなひきだし 苅田 澄子∥作 

かぜビューン ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ∥さく 

パンダ銭湯 ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ∥さく 

こわめっこしましょ ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ∥さく 

おばけだじょ ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ∥さく 

ともだちしょうかいしようかい ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ∥作 

かえりみち ブリッタ テッケントラップ∥作 絵 

トーマス、にっぽんへやってくる ウィルバート オードリー∥原作 

おはなしのたねをまくと… クラウディオ ゴッベッティ∥作 

ぼくのトリセツ のぶみ∥作 

ようかいのもり たぬきクリニック 長谷川 あかり∥さく 

アンパンマンとらんぼうや やなせ たかし∥作 絵 

じゃーんけん 山岡 ひかる∥作 

トンボのアクセル、あわてんぼうのいちにち 香川 照之∥作 

紙芝居
かみしばい

 

ハロウィンにこんばんは！ 礒 みゆき∥脚本 絵 

きんのがちょう グリム∥〔原作〕 

きんのおのぎんのおの イソップ∥〔原作〕 

おつきさまとおつきみ あべ しまこ∥脚本 

アラジンとまほうのランプ 津田 真一∥脚本 

ききみみずきん やえがし なおこ∥脚本 

きたかぜとたいよう イソップ∥〔原作〕 

くるみわり人形 ホフマン∥原作 

３びきのくま はせがわ さとみ∥脚本 

 


