
◎をつけた本は、生徒、教員のリクエストで入荷しました。★は表紙の写真を掲載しています。

哲学のおさらい 崎井　将之 オープンサイエンス革命 マイケル・ニールセン
論語 佐久　協 算数オリンピックに挑戦 算数オリンピック委員会
図説神道 三橋　健 ★ ひらめきの物理学 マーク・レヴィ
ゴータマは、いかにしてブッダとなったのか 佐々木　閑 物理がわかる実例計算１０１選 クリフォード・スワルツ
人類哲学序説 梅原　猛 力学の発見 高野　義郎
〈ひと〉の現象学 鷲田　清一 新・天文学事典 谷口　義明
時間に支配されない人生 ジョン・キム ◎ 鳥類学者無謀にも恐竜を語る 川上　和人
図説密教の世界 正木　晃 僕はミドリムシで世界を救うことに決めました。 出雲　充

脳のなかの天使 Ｖ．Ｓ．ラマチャンドラン
図説大奥の世界 山本　博文 ★ 母という病 岡田　尊司
新旅ボン ボンボヤージュ 問題解決学としての統計学 渡辺　美智子

◎★ 見とこ、行っとこ、トコトコ東京 もぐら ３分でわかるホーキング ポール・パーソンズ
世界史 宮崎　正勝 ３分でわかるアインシュタイン ポール・パーソンズ
日本人のための世界史入門 小谷野　敦 眠れない一族 ダニエル・Ｔ．マックス
院政とは何だったか 岡野　友彦
図説台湾の歴史 周　婉窈 ★ 高校教師かわはら先生の原発出前授業　1～3 川原　茂雄
図説フランス革命史 竹中　幸史 いいビルの写真集 ＢＭＣ

◎ 瀬戸の島旅 ＲＯＯＴＳ　ＢＯＯＫＳ 耐震、制震、免震の科学 高橋　俊介
◎ 旅×アート 犬塚　浩志 シリコンとシリコーンの科学 山谷　正明
◎ るるぶ静岡　2013 るるぶ ホットサンド 堀田　貴之
◎ るるぶ茨城　2013 るるぶ

図説ブリューゲル 岡部　紘三
新・現代アフリカ入門 勝俣　誠 ◎ デザインを仕事にする。 フレア
人生の教科書〈よのなかのルール〉 藤原　和博 ◎ 心を動かすデザインの秘密 荷方　邦夫
まち再生の術語集 延藤　安弘 色の科学 山口　英一
いま、憲法の魂を選びとる 大江　健三郎 ◎ 現代デザイン事典 勝井　三雄
タックス・ヘイブン 志賀　桜
日本文化の論点 宇野　常寛

◎ ６５歳定年制の罠 岩崎　日出俊
★ 境界を生きる 毎日新聞「境界を生きる」取材班

なぜ日本の大学生は、世界でいちばん勉強しないのか？ 辻　太一朗
★ 昨日までの世界　上 ジャレド・ダイアモンド

昨日までの世界　下 ジャレド・ダイアモンド
◎ 自立する国家へ！ 田母神　俊雄

池上彰の「ニュース、そこからですか！？」 池上　彰
図説明治の宰相 伊藤　雅人
図説明治の企業家 宮本　又郎

4類　　数学・物理・化学・生物など1類　　哲学・宗教・心理学など

2類　　歴史・伝記・地理など

０類　　百科事典　雑学　コンピュータ　など

3類　　社会・経済・教育・法律など

5類　　技術・環境問題など

7類　　芸術・スポーツ・音楽など

レッカ社

アシモフの雑学コレクション
世界年鑑

三谷　太一郎

「知」の挑戦　Ⅱ

１０日でおぼえるＣ言語入門教室
楽しく遊ぶ学ぶくふうの図鑑
「知」の挑戦　Ⅰ

学問は現実にいかに関わるか
坂下　夕里
鎌田　和宏

中二病超（スーパー）図鑑

一色　清
一色　清
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図書館からお知らせ 
 

        
      

 

    
 

新しい本 

約150冊入荷 

（4/1～4/30入荷分） 

 
 図書館には今月もたくさんのあたらしい本が入荷しています。

今話題の本がすぐに借りることができますので、ぜひ足を運んで

ください。 

 図書館では、現在2つの展示をしています。 

 

★「中学生、高校生、あなたが主人公」 

★「課題研究応援！サイエンスの本」 
 

みなさんと同じ年代の中高生が主人公となっている小説などを展

示しているほか、中学3年生、高校2年生が取り組んでいる課題研

究へ向けて役に立つ資料を準備しています。 

『母という病』  岡田尊司 
母親という十字架に苦しんでいる人へ。 
どこか苦しい母親との関係、そろそろ卒業しませんか? 
 
うつ、依存症、摂食障害、自傷、ひきこもり、虐待、 
離婚、完璧主義、無気力、不安、過度な献身……。 
自分の中にひそむ病の原因を、母と子の関係から読み

解いています。 
 

『まんぷくローカルマラソン旅』  たかぎ

なおこ 
野菜を収穫し、みんなでカレーを作るカレーライ

スマラソン(北海道)。田んぼのあぜ道、栗畑やぶ

どう畑を走り抜けるマラソン(長野)。夕焼けと暗

闇の中を走るムーンライトマラソン(沖縄)など、日

本全国のユニークなマラソン大会を人気著者が

まんがで楽しく紹介。 

 

『西尾流高校野球で通用する打ち勝つ野

球』  西尾弘幸 

キーワードは“打ち勝つ”中学野球の名物

指導者が強さの秘訣を伝授。野球がうまく

なる。試合に勝てる。高校でも活躍できる。 
ＤＶＤで本では伝わらない体の動きを詳し

く学べます。  

『高校教師かわはら先生の原発出前授

業』 

川原茂雄 
難しい原発・放射能の話も、高校生相手に磨い

た話術と図解で、誰にでもわかるよう説き起こす。

第1巻は、原発・放射能の原理やしくみのお話で

す。  

図書館の本をさがしています。 
 

「ソードアートオンライン」①～⑩巻 

「学園キノ」①、② 

 
※本を持っている人は至急返却してください。 

 本を借りるときは、必ずカウンターで手続きしてください。 

 

本の表紙の

写真は、著

作権保護の

ためWeb上で

は削除してい

ます。 



乙女のクラシック 高野　麻衣
美術館へ行こう 草薙　奈津子
バッハの秘密 淡野　弓子
ヒップホップの詩人たち 都築　響一
ジムに通う人の栄養学 岡村　浩嗣
義足ランナー 佐藤　次郎

★ まんぷくローカルマラソン旅 たかぎ　なおこ

★ 西尾流高校野球で通用する打ち勝つ野球 西尾　弘幸
マドンナジャパン光のつかみ方 長谷川　晶一
最新スポーツルール百科 大修館書店編集部

陸上競技指導教本アンダー１６・１９上級編 日本陸上競技連盟

陸上競技指導教本アンダー１６・１９初級編 日本陸上競技連盟

実践日本人の英語 マーク・ピーターセン

ことばの力学 白井　恭弘
ことばの発達の謎を解く 今井　むつみ
日本語の〈書き〉方 森山　卓郎
ネイティブが教えるほんとうの英語の冠詞の使い方 デイビッド・セイン

物語もっと深読み教室 宮川　健郎
精神科医が読み解く名作の中の病 岩波　明

★ 高校生からの古典読本 岡崎　真紀子
9類　文学論・小説

◎ ぞうきん 河野　進
★ 想像ラジオ いとう　せいこう

サッカーボーイズ卒業 はらだ　みずき

★ 教室に雨は降らない 伊岡　瞬
閃光スクランブル 加藤　シゲアキ

★ ここはボツコニアン　2 宮部　みゆき
はだかんぼうたち 江国　香織

◎ ストライク・ザ・ブラッド　6,7 三雲　岳斗
玉磨き 三崎　亜記
スタッキング可能 松田　青子
ローカル線で行こう！ 真保　裕一
怪盗探偵山猫　1、2 神永　学
悲痛伝 西尾　維新

◎ 浜村渚の計算ノート　3　1/2、4 青柳　碧人
★ チャーシューの月 村中　李衣

君と過ごす季節 大崎　梢
感応連鎖 朝倉　かすみ
廻旋する夏空 津原　泰水
爛漫たる爛漫 津原　泰水
セーラー服と妖怪変化 天堂　里砂
俺と下僕の妖怪退治 天堂　里砂
私の嫌いな探偵 東川　篤哉

★ つくもがみ、遊ぼうよ 畠中　恵
君と過ごす季節 飛鳥井　千砂

★ 王妃の帰還 柚木　麻子
本当の大人の作法 内田　樹
サキ短編集 サキ
オリバー・ツイスト　上・下 ディケンズ
リヴァイアサン ポール・オースター

図説赤毛のアン 奥田　実紀
人形の家 イプセン
ペスト カミュ
居酒屋 ゾラ
加藤周一 海老坂　武
千年の百冊 鈴木　健一
「また、必ず会おう」と誰もが言った。 喜多川　泰
蜂蜜秘密 小路　幸也

◎ バッカーノ！１９３５ 成田　良悟
◎ ソードアート・オンライン　12 川原　礫

夢幻花 東野　圭吾
◎ 地虫鳴く 木内　昇

クレイジー・サマー リタ・ウィリアムズ＝ガルシア

8類　　日本語・英語・その他言語

『想像ラジオ』        いとうせいこう 
 
震災から丁度２年目の２０１３年３月１１日に発行さ

れた、著者の16年ぶりの新作小説。 
津波にのみ込まれ、杉の木の上に持ち上げられて

しまったＤＪアーク。彼がくりひろげる想像の中だけ

でのラジオは、悲しみを抱えた人の心へ響いていく。

ラジオの会話で文章が進み、だんだんと謎が明ら

かになっていくという、斬新な手法で描かれた心に

響く小説です。 
 

『教室に雨は降らない』       伊岡瞬 
 
曇りがちな心を晴れやかにする、珠玉の青春ミス

テリー！ 
 
森島巧は公立小学校で臨時教師として働き始めた

23歳だ。音楽家の親の影響で音大を卒業するも、

流されるように教員の道に進んでしまう。腰掛け気

分で働いていた森島だが、学校で起こる様々な問

題に巻き込まれ……。 
 

『ここはボツコニアン2』       宮部みゆき 
 
魔王伝説、美少女連続失踪事件、浮遊する冷凍モ

ンスター、魔王を奉じる古代宗教、回廊図書館と伝

道の書…。 
宮部みゆき、話題のお気楽極楽ファンタジー第２

弾。 
本校中学生に人気です。  

『王妃の帰還』     柚木麻子 
 
聖鏡女学園中等部二年の範子は、仲良しグルー

プで地味ながらも平和に過ごしていた。ところが、

公開裁判にかけられ地位を失った美女滝沢さんを

迎えることとなりグループの調和は崩壊する。範子

達は穏やかな日常を取り戻すため「プリンセス帰

還作戦」を企てるが…。女子中学生のグループの

確執や、スクールカーストの中で、素敵な大人にな

るために本当に大切なことは何か？を知っていく

物語。 

『チャーシューの月』       村中 李衣 
 
読書感想文中学校の部課題図書です。 
児童養護施設「あけぼの園」が物語の舞台。春か

ら中学生になる美香は周囲を冷めた目で見て突っ

張っている。しかし、新しく入園した明希のことは

うっとうしく思いながらも、なぜか気がかりで・・・。

重い事情を背負った子供たちが、お互い支えあっ

て歩もうとする日々を描く。 
 

『つくもがみ、遊ぼうよ』       畠中 恵 
 
江戸は深川。僅かな賃料と引き替えに、何でも貸し

出す損料屋の「出雲屋」には、つくもがみという妖

怪と化した古道具たちがたくさん！威張りんぼうで、

そのくせ友情にあつく、噂話にお茶や焼き芋、いた

ずらが大好き―主夫婦・お紅と清次のひとり息子

十夜と幼なじみの子供らは、つくもがみたちと様々

な大騒動を繰り広げ、健やかに成長していく。 
 

『高校生からの古典読本』     岡崎 真紀子 
 
古事記や源氏、平家や太平記、芭蕉、西鶴の有名

どころから、教科書に載らないちょっと変なもの、ま

た近代の透谷や小波、子規、朔太郎まで、３６の古

典の最良部分を原文で読んでみる。独自な読み方

を提示して、古文読みの楽しさを伝授する、日本古

典への最良の手引きです。  
 

今月の予約ランキング 
１．『浜村渚の計算ノート』青柳碧人 
２．『海賊と呼ばれた男』百田尚樹 
３．『舟を編む』三浦しおん 
４．『色彩を持たない田崎つくると彼の巡礼の年』村上春樹 
  （品切れのためまだ図書館に来ていません。） 
５．『悲痛伝』西尾維新 
              予約はいつでも受け付けていま


	Sheet1

