
◎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。
日本のすがた　2013 矢野恒太記念会

綾瀬はるか「戦争」を聞く ＴＢＳテレビ『ＮＥＷＳ２３』取材班 希望をつくる仕事ソーシャルデザイン ソーシャルデザイン会議実行委員会

図説平泉 大矢　邦宣 正直シグナル アレックス（サンディ）・ペントランド

ゲーム・映画・マンガがもっと楽しくなるファンタジー世界読本 幻想世界史研究会 ★ うちのトコでは　県民性マンガ　　1～3巻 もぐら
手で笑おう アン・マリー・リンストローム ◎ 大人のためのシェアハウス案内 西川　敦子
勝小吉と勝海舟 大口　勇次郎 自衛官になるには 山中　伊知郎
日本のすがた　1～9巻 帝国書院編集部 ★ ゆるサバイバル入門 ふじい　まさこ
るるぶ名古屋 るるぶ編集部 爆笑問題と考えるいじめという怪物 太田　光
るるぶ横浜中華街みなとみらい るるぶ編集部 ★ 大学図鑑！　2014 オバタ　カズユキ
るるぶ鎌倉 るるぶ編集部 工学部ヒラノ教授と七人の天才 今野　浩
るるぶ神戸 るるぶ編集部 教養の力 斎藤　兆史
るるぶ信州 るるぶ編集部 ★ ファッションフード、あります。 畑中　三応子

★ るるぶタイ・バンコク るるぶ編集部
るるぶ韓国 るるぶ編集部 ★ 空想科学読本　13 柳田　理科雄
るるぶシンガポール るるぶ編集部 研究発表のためのスライドデザイン 宮野　公樹
るるぶインド るるぶ編集部 理科系のための学会・留学英会話テクニック 広岡　慶彦
るるぶトルコ　イスタンブール るるぶ編集部 科学感動物語　1～3巻 学研教育出版
るるぶフランス るるぶ編集部 ◎ 数の不思議 ミランダ・ランディ
るるぶイギリス るるぶ編集部 不完全性定理とはなにか 竹内　薫
るるぶイタリア るるぶ編集部 世の中の罠を見抜く数学 柳谷　晃
るるぶスペイン るるぶ編集部 大人のための高校物理復習帳 桑子　研
るるぶエジプト るるぶ編集部 大人のための高校化学復習帳 竹田　淳一郎
るるぶオーストラリア るるぶ編集部 ぼくが宇宙人をさがす理由 鳴沢　真也

宇宙はこう考えられている 青野　由利
謎の独立国家ソマリランド 高野　秀行 ◎ 心を動かすデザインの秘密 荷方　邦夫
新・現代アフリカ入門 勝俣　誠 校庭の雑草（新版） 岩瀬　徹
池上彰の「ニュース、そこからですか！？」 池上　彰 校庭の樹木（新版） 岩瀬　徹
非正規公務員という問題 上林　陽治 校庭の作物（新版） 板木　利隆
被爆アオギリと生きる 広岩　近広 校庭の花（新版） 並河　治

★ 消されゆくチベット 渡辺　一枝 校庭のくだもの（新版） 鈴木　邦彦
ハンドブック集団的自衛権 浦田　一郎 写真で見る植物用語 岩瀬　徹
ひたすら読むエコノミクス 伊藤　秀史 植物の生活型の話 岩瀬　徹

★ １５歳からの経済入門 泉　美智子 ★ はじめての植物学 大場　秀章
図解アメリカ経済がわかる本 平田　潤 動物園・水族館で働く人たち 高岡　昌江
青年海外協力隊員になるには 横山　和子 鳥たちの驚異的な感覚世界 ティム・バークヘッド

校庭の野鳥（新版） 唐沢　孝一
脳のなかの幽霊 Ｖ．Ｓ．ラマチャンドラン
からだの中の外界腸のふしぎ 上野川　修一

◎★ 眠れない一族 ダニエル・Ｔ．マックス
好きになる睡眠医学 内田　直
栄養学を拓いた巨人たち 杉　晴夫
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水野　敬也人生はワンチャンス！
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 図書館では、6月から2つの展示を予定しています。 

 

 ★「～三国志～ あなたはどの武将派？」 

 ★「天城中高 七夕祭り」 
 

 高校2年生が漢文で学習している『三国志』は、現在本校中学生

にも非常に人気の分野です。三国志に関する本をたくさん並べて

いますので、興味のある人は見てみてくださいね。 

 七夕祭りは、図書館の中に笹を設置し、短冊にみんなの願いを

書いて飾ってもらいます。ぜひ参加してください。 
 

『ファッションフード、あります』  畑中 三応子 
 

チーズケーキ、ティラミス、ペペロンチーノ……日本には

おしゃれな食べ物があふれています。いまや世界の先

頭を行くファションフード大国ニッポンで、料理本編集者

として第一線で活躍してきた著者が書いた、新しい食の

文化史です。 

 

『はじめての植物学』  大場  秀章 
「植物は、動けないから強くなった。」東大名誉

教授である著者が、大地に根を張って暮らす植

物ならではの生きる知恵を、そしてそれを研究

を通して知る感動を、本を通して教えてくれます。  

『人生はワンチャンス！』   水野敬也 
犬のカワイイ写真で癒されながら、人生で役立つ「大切な教え」が学べま

す。 

足が短いコーギー犬が、ハードル棒を跳んでいる姿に、「世界記録より、

自己ベスト」という絶妙な言葉。他にもたくさんの、素敵な言葉があります

ので、ぜひ開いてみてください。 

著作権保

護のため、
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は本の画
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シャインロード 升井　純子
★ 食べる野草図鑑 岡田　恭子 ★ 聖なる怠け者の冒険 森見　登美彦
中高生のお弁当 主婦の友社 童子の輪舞曲（ロンド） 仁木　英之
ポリ袋レシピ 川平　秀一 バッカーノ！１９３５ 成田　良悟
ホットサンド 堀田　貴之 暦物語 西尾　維新
病気がわかる事典 山川　達郎 ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤　洋

ルドルフとスノーホワイト 斉藤　洋
ゼロから理解するコメの基本 丸山　清明 ソードアート・オンライン 川原　礫
天然ゴムの歴史 こうじや　信三 色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 村上　春樹
牛乳とタマゴの科学 酒井　仙吉 猫弁と透明人間 大山　淳子
エンジェルフライト 佐々　涼子 うさぎパン 滝羽　麻子
パッケージデザインの教科書 日経デザイン ◎ 吉祥寺の朝日奈くん 中田　永一
船で働く人たち 山下　久猛 白球アフロ 朝倉　宏景
港で働く人たち 大浦　佳代 バーにかかってきた電話 東　直己
東京鉄道遺産 小野田　滋 消えた少年 東　直己
空港で働く人たち 中村　正人 探偵はひとりぼっち 東　直己

★ ディズニーありがとうの神様が教えてくれたこと 鎌田　洋 夢幻花 東野　圭吾
シンデレラの城は知っている 藤本　ひとみ

お面 井上　重義 プールの底に眠る 白河　三兎
透明水彩なるほどレッスン 永山　裕子 書店ガール 碧野　圭

◎ デザインを仕事にする。 フレア 嵐のピクニック 本谷　有希子
きせつのいろ 森田　敏隆 地虫鳴く 木内　昇

◎ 読んでナットク！やさしい楽典入門 オオシマ　ダイスケ ★ ランチのアッコちゃん 柚木　麻子
◎ アレンジャーが教える編曲テクニック９９ マニュアル・オブ・エラーズ 野心のすすめ 林　真理子
◎ いちばんやさしい楽譜の読み方 小林　一夫 女子の遺伝子 よしもと　ばなな

◎ ギタリストのための音楽理論塾 成瀬　正樹 ダメをみがく 津村　記久子
知識ゼロからはじめるボーカロイド作曲講座 竹内　一弘 ◎ ドアの向こうのカルト 佐藤　典雅

★ 吹奏楽部あるある　2 吹奏楽部あるある勉強会 新釈漢文大系 内山　知也
ライフスキル・フィットネス 吉田　良治 キリング・サークル アンドリュー・パイパー

児玉光雄の読むだけでテニスが上手くなる本 児玉　光雄 Ｘの悲劇 エラリー・クイーン

甲子園あるある 上杉　純也 ロス、きみを送る旅 キース・グレイ

エースの覚悟 前田　健太 蝿の王 ゴールディング

鉄壁のフォーメーションがよくわかる野球守備事典 全国野球技術研究会 羊たちの沈黙　上・下 トマス・ハリス
バドミントン練習法＆上達テクニック 大屋　貴司 デッド・オア・アライヴ　1～4巻 トム・クランシー

バレーボール練習法＆上達テクニック 大山　加奈 私は売られてきた パトリシア・マコーミック

◎ はじめての簡単いけばな 竹中　麗湖 オベリスク ハワード・ゴードン

羽生善治論 加藤　一二三 グレート・ギャッツビー フィッツジェラルド

神秘の短剣　上・下 フィリップ・プルマン

学校では教えてくれない！国語辞典の遊び方 サンキュータツオ 黄金の羅針盤　上・下 フィリップ・プルマン

現代用語の基礎知識 自由国民社カタカナ語・略語班 デイジー・ミラー ヘンリー・ジェイムズ

思考を鍛えるレポート・論文作成法 井下　千以子 フェリックスとゼルダ モーリス・グライツマン

実践日本人の英語 マーク・ピーターセン 二人がここにいる不思議 レイ・ブラッドベリ

ネイティブに伝わる「シンプル英作文」 デイビッド・セイン ゲーテ詩集 ゲーテ
若きウェルテルの悩み ゲーテ

加藤周一 海老坂　武 コクトー詩集 コクトー
ヒーロー＆ヒロインに会おう！古典を楽しむきっかけ大図鑑　1～3巻 斎藤　孝 夜間飛行 サン＝テグジュペリ

新・百人一首 岡井　隆 ルパン、最後の恋 モーリス・ルブラン

死の淵より 高見　順 813・続813 モーリス・ルブラン

ランドセル俳人の五・七・五 小林　凛 カリオストロ伯爵夫人 モーリス・ルブラン

まど・みちお人生処方詩集 まど　みちお 怪盗紳士ルパン モーリス・ルブラン

★ あん ドリアン助川 カリオストロの復讐 モーリス・ルブラン

わからん薬学事始 まはら　三桃 肉体の悪魔 ラディゲ
さきちゃんたちの夜 よしもと　ばなな ドン・キホーテ セルバンテス

★ 陽だまりの彼女（文庫版） 越谷　オサム ヴァルキリーズ パウロ・コエーリョ

八つ墓村 横溝　正史 イワン・デニーソヴィチの一日 ソルジェニーツィン

私と踊って 恩田　陸
◎ セカンド・ラブ 乾　くるみ
ジヴェルニーの食卓 原田　マハ
天帝のやどりなれ華館 古野　まほろ
はだかんぼうたち 江国　香織
ストライク・ザ・ブラッド　7 三雲　岳斗
９３番目のキミ 山田　悠介
幸福トラベラー 山本　幸久
一つの大陸の物語 時雨沢　恵一

9類　文学論・小説

6類　　農業・畜産・商業など　

5類　　技術・環境問題など

7類　芸術・スポーツ・音楽など

8類　日本語・英語・その他言語

『食べる野草図鑑』  岡田 恭子 
ナノハナやセリなど、ポピュラーな食べる野

草はもちろん、サクラやレンゲソウ、ヤブツ

バキなどのレシピも紹介しています。見て

いるだけで美しい写真がたくさん載ってい

ます。 

『ディズニーありがとうの神様が

教えてくれたこと』    鎌田 洋 
 

２０１１年４月１５日は、ディズニーラ

ンドの再開は、ゲストとキャストたち、

そしてディズニーの“ありがとうの神

様”との「再会の日」でもあった―。人

生で大切なことに気づく３つの物語。  

『吹奏楽部あるある2』    

 吹奏楽部あるある勉強会 
 

前作よりさらにパワーアップした吹奏

楽部あるある続編です。思わず頷い

てしまうあるあるネタだけでなく、社会

人になっても吹奏楽を続ける方法な

どの読み物も充実しています。 

『あん』   

ドリアン助川 
線路沿いから一本路地を抜けたとこ

ろにある小さなどら焼き店。千太郎が

日がな一日鉄板に向かう店先に、バ

イトの求人をみてやってきたのは７０

歳を過ぎた手の不自由な女性・吉井

徳江だった。徳江のつくる「あん」の

旨さに舌をまく千太郎は、彼女を雇い、

店は繁盛しはじめるのだが……。心温

まる感動の物語。 

『陽だまりの彼女』    

越谷 オサム 
2013年10月映画化決定！ 

中学以来10年ぶりに再会した初恋の

相手は、勉強が全然できないイジメら

れっ子から、魅力的な女性へと変身

を遂げていた。学生の時の淡い思い

を胸に、盛り上がる二人。だが彼女

には、ある秘密があった・・・。読みや

すい恋愛ミステリーです。 

『聖なる怠け者の冒険』     

森見 登美彦 
「何もしない、動かない」ことをモッ

トーとする社会人２年目の小和田君。

ある日、「ぽんぽこ仮面」なる怪人か

ら「跡を継げ」と言われるのだが・・・ 

朝日新聞に連載されていた小説を加

筆修正した本です。 

『ランチのアッコちゃん』     

柚木 麻子 
屈託を抱えるOLの三智子。彼女のラ

ンチタイムは一週間、有能な上司

「アッコ女史」の指令のもとに置かれ

た。 

移動販売車の弁当を買ったり、美味

しいカレー屋を急遽手伝うことになっ

たり。 

おいしい話に元気をもらえる短編集。 
 

話 の 題 本 

予約やリクエストは、いつでも受け付けています！ 


