
請求記号 書 名 著者名 出 版 者

291 ｸ 倉敷 尾道 瀬戸内の島々 JTBパブリッシング

291 ｺ 香川 昭文社

366 ﾔ
やさしい雇用へのアプローチ
―自治体初！ 川崎市週20時間未満の障害者雇用・
就労の実践―

近藤  武夫 川崎市

367 ﾐ
見えない性的指向 アセクシュアルのすべて
 ―誰にも性的魅力を感じない私たちについて―

ジュリー・ソンドラ・
デッカー

明石書店

368 ｼ 「死にたい」「消えたい」と思ったことがあるあなたへ 河出書房新社 河出書房新社

371 ﾁ 〈超・多国籍学校〉は今日もにぎやか! 菊池  聡 岩波書店

372 ﾎﾞ 2 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー　２ ブレイディみかこ 新潮社

377 ｺ 高校生の学びと成長に向けた「大学選び」 東信堂

384 ｸ
クマにあったらどうするか
―アイヌ民族最後の狩人 姉崎等－

姉崎  等 筑摩書房

請求記号 書 名 著者名 出 版 者

451 ｸ 雲と出会える図鑑 武田  康男 ベレ出版

457 ｷ
恐竜学者は止まらない！
―読み解け、卵化石ミステリー―

田中  康平 創元社

460 ｲ
いのちを科学する仕事
―最前線の生命科学者23人が教える―

朝日新聞出版 朝日新聞出版

518.5 ｺﾞ
ごみ収集とまちづくり
―清掃の現場から考える地方自治―

藤井  誠一郎 朝日新聞出版

518.8 ｾ
世界のSDGs都市戦略
―デジタル活用による価値創造―

櫻井  美穂子 学芸出版社

地理・社会

自然科学・建設・工芸

（２０２１年9～10月受け入れ分の紹介）

あたらしく図書館に入った本

読書の秋に、本とお出かけ！
10／27～11／９は読書週間です。深まりゆく秋に、本と

一緒にお出かけはいかがですか？

12／12まで東京都美術館で開催される「ゴッホ展」には、

原田マハの小説『リボルバー』がオススメです。

ゴッホの自死に使われたという拳銃にまつわる美術ミステリは、

秋の夜長の一気読みにもぴったり！

そして映画館には、公開中の映画の原作『護られなかっ

た者たちへ』を一緒にどうぞ。やや重ための社会派ミステリ

はいろいろな事を考えさせてくれます。

特別にどこかへ出かけない場合でも、心や見聞を遥か遠くま

で自由に馳せさられるのが、本の良さです。

名作本初版のレプリカ展示や、映画原作小説特集など、読書

の秋に様々な企画を展開中の図書館で、どうぞお好きな１冊と

出会ってください。

修学旅行の下調べに！



524.2 ﾌﾟ プロでも意外に知らない〈木の知識〉 林  知行 学芸出版社

525.1 ｹ 建築CAD検定試験公式ガイドブック 鳥谷部 真 エクスナレッジ

527.1 ﾓ 木造住宅パーフェクト詳細図集 丸山  弾 オーム社

585 ﾃﾞ 44
デザインのひきだし44
―板紙・厚紙とそのかっこいい使い方―

グラフィック社 グラフィック社

請求記号 書 名 著者名 出 版 者

913.6 ｱｻ 文豪ストレイドッグスSTORM BRINGER 朝霧  カフカ KADOKAWA

913.6 ｲｻ ホワイトラビット 伊坂  幸太郎 新潮社

913.6 ｶﾏ 3-4 創約とある魔術の禁書目録(インデックス)　４ 鎌池  和馬 KADOKAWA

913.6 ｼｸﾞ 7 学園キノ ７ 時雨沢  恵一 KADOKAWA

913.6 ﾁﾈ 硝子の塔の殺人 知念  実希人 実業之日本社

913.6 ﾁﾈ 7 天久鷹央の事件カルテ ７ 久遠の檻 知念  実希人 新潮社

913.6 ﾅｶ 護られなかった者たちへ 中山  七里 宝島社

913.6 ﾅﾂ 臨床の砦 夏川  草介 小学館

913.6 ﾆｼ 10 モルグ街の美少年　【美少年探偵団10】 西尾  維新 講談社

913.6 ﾊﾗ リボルバー 原田  マハ 幻冬舎

913.6 ﾋｶﾞ 10 透明な螺旋　【ガリレオシリーズ10】 東野  圭吾 文藝春秋

913.6 ﾎｿ 竜とそばかすの姫 細田  守 KADOKAWA

913.6 ﾐﾂ 百億の昼と千億の夜 光瀬  竜 早川書房

913.6 ﾔｼﾞ 1 鬼滅の刃１　しあわせの花 矢島  綾 集英社

913.6 ﾔｼﾞ 2 鬼滅の刃2　片羽の蝶 矢島  綾 集英社

913.6 ﾔｼﾞ 3 鬼滅の刃3　風の道しるべ 矢島  綾 集英社

913.6 ﾘ 彼岸花が咲く島 李  琴峰 文藝春秋

933 ﾃﾞ アンドロイドは電気羊の夢を見るか? フィリップ・K.ディック 早川書房

933 ﾃﾞｲ どんがらがん
アヴラム・デイヴィッドス
ン

河出書房新社

請求記号 書 名 著者名 出 版 者
726 ｲ 7 犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい　7 松本  ひで吉 講談社

726 ﾀﾞ 11 ダンジョン飯 11 九井  諒子 KADOKAWA

726 ﾊ 7 はしっこアンサンブル　7 木尾  士目 講談社

726 ﾌﾞ 11 ブルーピリオド 11 山口  つばさ 講談社

726 ﾎﾞ ぼくのお父さん 矢部  太郎 新潮社

コミック

文学

アニメ放映中！

医師によるコロナ医療小説

『ごろん』『すてきな三にんぐみ』など、絵本や紙芝居が新しく15冊入りました。家庭科

の読み聞かせ実習の時だけでなく、懐かしい絵本とゆっくり再会するのも、なかなか素敵

なものです。

また漫画家・松本大洋による夭折した友人を描いた『かないくん』、前後どちらからでも

読める不思議な世界を描いたjunaida作『みち』など、むしろ大人の感覚を持った人の方

がより深く味わえそうな絵本もあります。

漫画コーナーの隣に、絵本・紙芝居コーナーはあります。

ちょっと心が疲れた時などにも、優しい絵本の世界を

のぞいてみてくださいね。


