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おとなの教養 池上　彰
世界の図書館 ジェームズ・Ｗ．Ｐ．キャンベル

図書館が教えてくれた発想法 高田　高史
学校司書って、こんな仕事 学校図書館問題研究会

読書狂（ビブリオマニア）の冒険は終わらない！ 三上　延
★ 伝わるデザインの基本 高橋　佑磨
おかんメール　１・２ 『おかんメール』制作委員会

声に出して活かしたい論語７０ 三戸岡　道夫

ソクラテス・イエス・ブッダ フレデリック・ルノワール

★ 悩まない 矢作　直樹
ゲッターズ飯田の運命の変え方 ゲッターズ飯田

「愛」って何？ リヒャルト・ダーフィト・プレヒト

◎ 菜根譚 湯浅　邦弘
まんがでわかる７つの習慣　２・３ 小山　鹿梨子

図解聖地伊勢・熊野の謎 荒俣　宏
悩んで動けない人が一歩踏み出せる方法 くさなぎ　竜瞬

競争からちょっと離れると、人生はうまくいく 枡野　俊明
キリスト教成立の謎を解く バート・Ｄ．アーマン

世界文明一万年の歴史 マイケル・クック

人身売買・奴隷・拉致の日本史 渡辺　大門
驚きの江戸時代 高尾　善希
戦国大名と読書 小和田　哲男

◎★ 十八史略 竹内　弘行

０類　　百科事典・雑学・コンピュータなど

１類　　哲学・宗教・心理学など

2類　　歴史・伝記・地理など
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図書館からのお知らせ

新しい本

約180冊入荷

（11/1～11/15入荷分）

いよいよ今年も残り１ヶ月を切りました。寒さも日に日に厳しくなってきましたが、体調には十分

気をつけてくださいね☆

さて１２月は、年に一度の古本雑誌市があります。人気雑誌のバックナンバーや、図書館の

古本を大放出しちゃいます！！期間は１２月１５日（月）・１６日（火）・１７日（水）の３日間で、放

課後に開催します。

同時にふろくくじも開催します☆１１月の特別貸出期間中の返却しおり５枚で、人気雑誌のふ

ろくが当たるくじが引けます。はずれ無し！無くなり次第終了となります。

古本雑誌市＆ふろくくじをお楽しみに♪♪

冬休みの特別貸出
１２月９日以降に借りた本は

返却期限１月８日までです。

返却期限を過ぎても

本を返していない人は、

すぐに返却してください。

すっきりした気持ちで冬休み

に入りましょう。

フォントの選び方から文字の配置、

図表やグラフ、資料全体のレイア

ウトや配色まで、押さえておきたい

基本ルールを豊富な事例とともに

解説。

中国の太古から南宋末までを簡潔に

記した歴史書から、注目の人間ドラマ

をピックアップ。伝説あり、暴君あり、

国を揺るがす美女の登場あり。日本人

が好んで読んできた中国史の大筋が、

わかった気になる入門書！

視点を変える。足るを知る。それだ

けで人生は輝く。救急医療の現場

で命と向き合ってきた医師が語る、

与えられた人生を、悔いを残さず

生き切る秘訣。



ホロコーストを学びたい人のために ヴォルフガング・ベンツ

トップ記事は、月に人類発見！ マシュー・グッドマン

泣ける戦国ばなし 童門　冬二
図説ロンドン塔と英国王室の九百年 出口　保夫
神谷美恵子 大谷　美和子

引きうける生き方 安田　未知子

「育ち」をふりかえる 渡井　さゆり
★ おだまり、ローズ ロジーナ・ハリソン

「そうだ京都、行こう。」の２０年 ウェッジ
沖縄を知る本 吉岡　攻
コルドバ歳時記への旅 太田　尚樹

１００年予測 ジョージ・フリードマン

社会契約論がなぜ大事か知っていますか 伊藤　宏之
国家の暴走 古賀　茂明

★ 日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか 矢部　宏治
大嫌韓時代 桜井　誠
永続敗戦論 白井　聡
秘密結社の事典 有沢　玲
「気まずい」が１００％なくなる話し方 庄司　麻由里
ＮＨＫニッポン戦後サブカルチャー史 宮沢　章夫
「ニッポン社会」入門 コリン・ジョイス

コミュニケイションのレッスン 鴻上　尚史
未解決事件（コールド・ケース） マイケル・カプーゾ

４９歳未経験すっとこ介護はじめました！ 八万　介助
★ クレイジー・イン・ジャパン 中村かれん

がん告知そして家族が介護と死別をのり越えるとき バリー・Ｊ．ジェイコブス

反語的教師論 堀　裕嗣
ほぉ…、ここがちきゅうのほいくえんか。 てぃ先生
勉強しない中学生も必ず変わります 内山　裕崇
大学生活の迷い方 蒔田　直子
図解東大生が選んだ勉強法 東大家庭教師友の会

東大生が捨てた勉強法 東大家庭教師友の会

★ アジアの里山食生活図鑑 養父　志乃夫

図説江戸料理事典 松下　幸子
江戸怪奇標本箱 藤巻　一保

数学ガールの秘密ノート　数列の広場 結城　浩
数学ガールの秘密ノート　丸い三角関数 結城　浩
立花隆の「宇宙教室」 立花　隆

★ 写真でつづる四季の星空 牛山　俊男
こんなに凄かった！伝説の「あの日」の天気 金子　大輔
気象と天気図がわかる本 天気検定協会

川はどうしてできるのか 藤岡　換太郎

カメの文化誌 ピーター・ヤング

「サル化」する人間社会 山極　寿一
医者の嘘 石井　光
免疫力をあなどるな！ 矢崎　雄一郎

生き抜くための整体 片山　洋次郎

★ カーボン・アスリート 山中　俊治
目を温めれば視力はよくなる！ 中川　和宏
驚異の小器官　耳の科学 杉浦　彩子
わたしたちはいのちの守人 岩貞　るみこ

理学療法士になるには 丸山　仁司
作業療法士になるには 浜口　豊太

2類　　歴史・伝記・地理など

◎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。

3類　　社会・経済・教育・法律など

4類　　数学・物理・化学・生物など

笑いと感動で描く、お屋敷の内側、

型破りな貴婦人と型破りなメイドの

３５年間。２０世紀前半、「古き良き

イギリス」最後の時代のお屋敷を

内側から描いた、すぐれた一次資

料であると同時に映画のようにドラ

マチックで感動的な半世記。

戦後７０年経つのに、なぜ米軍基

地が日本中を支配しているのか。

未曾有の大事故を起こした原発を、

なぜ止められないのか。米国公文

書の資料などの実証をもとに、戦後

日本の「謎」を解きあかす。

日本の端の、世界の真ん中。インド

ネシアで生まれ、オーストラリアで育ち、

イェール大で教える若き映像人類学者が

べてるの家に住み込んだ―。テキストと

映像による「異文化としての精神障害者

コミュニティ」発見記。

かつて日本の里山にあった、持続

可能な徹底循環型の暮らし。アジア

各地での徹底した現地取材が、失

われつつある里山の知恵を、鮮明

に浮かびあがらせる。

春夏秋冬、その季節に楽しめる星や

星座、そして、その季節に楽しめる星空

風景を美しい写真とともに紹介します。

本書を読み終えた後、今までぼんやり見

ていた星空がこれまでとは違ったものに

見えてくるようになるでしょう。

義足アスリートたちがより美しく躍動

するために、日本を代表するプロダ

クトデザイナーが、学生たちとともに

競技用義足のデザイン開発に挑ん

だ三年間の軌跡。



美人は「食べて」綺麗になる。 木下　あおい

負けてたまるか！ 中村　修二
大好きなことを「仕事」にしよう 中村　修二
なりたいのは建築家 ローランド・ハーゲンバーグ

★ 知ろうとすること。 早野　竜五
青い光に魅せられて 赤崎　勇
フランス人は１０着しか服を持たない ジェニファー・Ｌ．スコット

もっと知りたい無印良品の収納 本多　さおり

苔玉と苔　育て方ノート 砂森　聡
猫と魔術と神話事典 Ｍ．オールドフィールド・ハウイ

★ 世界で一番美しい猫の図鑑 タムシン・ピッケラル

葉っぱでおぼえる樹木 浜野　周泰
猟師の肉は腐らない 小泉　武夫
愛されるアイデアのつくり方 鹿毛　康司
吉備線各駅ぶらり散策 倉敷ぶんか倶楽部

関西鉄道遺産 小野田　滋
東京ディズニーランド完全ガイド　２０１５‐２０１６

笑う仕事術 菅　賢治

世界遺産百科 ユネスコ
乙女の絵画案内 和田　彩花
劇画暮らし 辰巳　ヨシヒロ

みんなの太陽の塔 タナカ　カツキ

しょぼん 武田　双雲
書本 武田　双雲

★ どこまでがドビュッシー？ 青柳　いづみこ

世界の音楽大図鑑 ロバート・ジーグラー

ペット・サウンズ ジム・フジーリ

絵本ジョン・レノンセンス ジョン・レノン

図説雅楽入門事典 芝　祐靖
ＫＥＥＰ　ＯＮ　ＤＲＥＡＭＩＮＧ戸田奈津子 戸田　奈津子

幻の「長くつ下のピッピ」 高畑　勲
松井秀喜－献身力 古内　義明
リーダー論 野村　克也

★ サッカーデイズ 杉江　由次

「言海」を読む 今野　真二
慣用句・故事ことわざ・四字熟語使いさばき辞典 東京書籍編集部

もしもネイティブが中学英語を教えたら デイビッド・セイン

大学入試英作文ハイパートレーニング　自由英作文編 大矢　復
大学入試英作文ハイパートレーニング　和文英訳編 大矢　復
竹岡広信の英作文が面白いほど書ける本 竹岡　広信

★ ずるいえいご 青木　ゆか

松村緑の世界 黒田　えみ
デデムシ 新美　南吉
雨月物語 金原　瑞人
リタとマッサン 植松　三十里

◎ 【ノスリ】の巣 逢坂　剛
◎ よみがえる百舌 逢坂　剛
クリュセの魚 東　浩紀
ジャパン・ディグニティ 高森　美由紀

★ 億男 川村　元気
ふたつの星とタイムマシン 畑野　智美

7類　　芸術・スポーツ・音楽など

8類　　日本語・英語・その他言語

9類　　文学論・小説

5類　　技術・環境問題など

6類　　農業・畜産・商業など

4類　　数学・物理・化学・生物など
原発事故後、福島の放射線の

影響を分析し続けた物理学者と

考える、未来を少しだけ良くする

ためにいま必要なこと。未来に

求められる「こころのありよう」

とは。文庫オリジナル。

古代エジプトで生まれたしなや

かな身体のアビシニアンに、知

性の高さとシルバー・ブルーの

被毛が際立つロシアンブルー。

５０を超える猫種それぞれの歴史

に隠された物語を美しい写真と

ともに紹介する。

音楽というのは、どこまでデフォ

ルメしたらその音楽に聞こえなく

なるのか。最近発見されたドビュッ

シーの知られざるスケッチを手が

かりに、モノ書きピアニストが、テ

キストとパフォーマンスの不思議な

関係に迫る。

断りきれずにはじめた少女チー

ムのコーチ、それが父と娘の

物語の幕開けだった。サッカー

家族の熱い日々を描く感動

エッセイ。

英会話スクールに通っても、実際

英語を話すシーンになると単語が

わからずに話が続かない。そんな

人に向け、「完璧」「直訳」「大人語」

などを捨てて、すらすらと話し続け

るノウハウを、漫画を交えて楽しく

身につく。

７０万部突破『世界からネコが消えた

なら』の川村元気待望の小説第２作は

BRUTUS連載で話題沸騰の、お金の

エンタテインメント。突如、億万長者と

なった図書館司書の、お金をめぐる

３０日間の大冒険！



奇跡の人 原田　マハ
スカーフェイス 富樫　倫太郎

★ 鳥たち よしもと　ばなな

神坐す山の物語 浅田　次郎
すべてがＦになる 森　博嗣
今はもうない 森　博嗣
笑わない数学者 森　博嗣
でーれーガールズ 原田　マハ
封印再度 森　博嗣
夏のレプリカ 森　博嗣
数奇にして模型 森　博嗣
詩的私的ジャック 森　博嗣

★ 幻惑の死と使途 森　博嗣
有限と微小のパン 森　博嗣
福福荘の福ちゃん 藤田　容介
降霊会の夜 浅田　次郎
デビクロくんの恋と魔法 中村　航
ささらさや 加納　朋子
望郷 森　瑶子
エヴリシング・フロウズ 津村　記久子
とっておきの笑いあります！もう一丁！！ 小川　未明
翳りゆく夏 赤井　三尋
ソロモンの偽証　５・６ 宮部　みゆき

モナミは世界を終わらせる？ はやみね　かおる

軍師官兵衛　４ 前川　洋一
坂木司リクエスト！和菓子のアンソロジー 小川　一水
秘密屋 永堀　大介

★ 明日は海からやってくる 杉本　りえ
グレース・オブ・モナコ アラッシュ・アメル

ちいさなかみさま 石井　光太
おじいちゃんの絵ツィート 長尾　みのる

考える練習 保坂　和志
現代の正体 牛島　信

◎ 「思考」を育てる１００の講義 森　博嗣
◎ 太宰治全集　全１０巻 太宰　治
ドナルド・キーン
たんぽぽ娘 ロバート・Ｆ．ヤング

イルカの歌 カレン・ヘス
モノグラム殺人事件 ソフィー・ハナ
クマのプーさん　世界一有名なテディ・ベアのおはなし シャーリー・ハリソン

チェーホフ・ユモレスカ　１・２ チェーホフ
ＭＥＴＲＯ２０３３　上下巻 ドミトリー・グルホフスキー

リクエストや予約は随時受け付けているので、
図書館を上手に活用してくださいね♪

１１月（読書月間）の貸出冊数
これからもたくさん本を読んでくださいね☆

9類　　文学論・小説

今月の展示

高校図書委員さんが＜クリス

マスの絵本＞というテーマで、

クリスマスにちなんだ絵本を

飾っています。ぜひ、お気に

入りの１冊を見つけてみてく

ださいね♪

中学図書委員さ

んが＜短編集＞

というテーマで

展示してくれま

した。読みやす

い本ばかりなの

で、気になる作

家さんをチェッ

クしてみてくだ

さい☆

家族を失い、天涯孤独で身を寄せ

合う「まこ」と「嵯峨」。お互いしか癒

せない淋しさを抱えた、ふたりの恋

のかたちとは―。静かな祈りに包ま

れる、待望の長編小説。

いかなる状況からも奇跡の脱出を果た

す天才奇術師・有里匠幻が衆人環視の

ショーの最中に殺された。しかも遺体は

霊柩車から消失。これは匠幻最後の脱

出か？幾重にも重なる謎に秘められた

真実を犀川・西之園の理系師弟が解明

する。

「この島をきらいになるわけないよ。

この島は竜太の島だもん」少年と

少女の気持ちをみずみずしく描き、

命の問題を考える感動作！

１年生 ２年生 3年生
A組 83 53 111
B組 67 112 25
C組 84 95 56

中学生

１年生 ２年生 3年生
１組 26 36 5
２組 23 32 50
３組 17 31 37
４組 19 7 24
５組 5 14 0
R組 33 39 31

高校生


