
「知の技法」入門 小林　康夫 二人のマンデラ ジョン・カーリン

ドーナツを穴だけ残して食べる方法 大阪大学ショセキカプロジェクト レイチェル・カーソン 上遠　恵子
たった１日で即戦力になるＥｘｃｅｌの教科書 吉田　拳 岡山「地理・地名・地図」の謎 柴田　一
人生を棒に振るスマホ・ネットトラブル 久保田　裕 ロシアと雑貨 井岡　美保
読書脳 立花　隆
ベスト珍書 ハマザキカク

★ つい話したくなる世界のなぞなぞ のり・たまみ
現代用語の基礎知識　２０１５ 自由国民社
〈報道写真〉と戦争 白山　真理

◎ 内山節著作集　６ 内山　節
バカボンのパパと読む「老子」 ドリアン助川

Ｃｏｕｒａｇｅ ＯＳＨＯ
９０分でわかるアリストテレス ポール・ストラザーン

女の哲学 宇波　彰
大人の心理学常識 トキオ・ナレッジ

★ 脳がシビれる心理学 妹尾　武治
ずっと彼女がいないあなたへ 諸富　祥彦
ずっと彼氏がいないあなたへ 岩月　謙司

◎ 記憶力の正体 高橋　雅延
◎ 対話の調 井上　信子
いのちが喜ぶ生き方 矢作　直樹
林修の仕事原論 林　修
ビビらない技法 内藤　誼人
人生はＺＯＯっと楽しい！ 水野　敬也

明と暗のノモンハン戦史 秦　郁彦
★ 京大芸人式日本史 菅　広文
池上彰の現代史授業　昭和編３ 池上　彰
隣居 田口　佐紀子

中国人物伝　３ 井波　律子
聖徳太子は天皇だった 渡辺　康則
負けてたまるか 松本　崇
マララ マララ・ユスフザイ
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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

１類　　哲学・宗教・心理学など

2類　　歴史・伝記・地理など

図書館からのお知らせ

新しい本

約220冊入荷

（11/16～12/26入荷分）

明けましておめでとうございます！

みなさん、今年も図書館をたくさん利用してくださいね。

さて、今年の干支は『未』ですが、みなさん干支にはそれぞれ由来があ

るのを知っていますか？

十二支は覚えやすくするために動物が割り当てられていて、未年には

羊が当てられています。群れをなす羊は、家族の安泰を示し、いつまで

も平和に暮らす事を意味しています。

自分の干支にどんな由来があるのか、調べてみるのも楽しいですよ♪

４０００年前から人類とともにあった

「なぞなぞ」。世界各地の個性豊か

すぎるなぞなぞに、驚き、笑い、呆れ

ながら、自然に歴史や文化が頭に

入ってしまう。雑学王のり・たまみが

集めに集めた傑作なぞなぞが大集合！

中二病がイケテナイにはわけがある？あく

びは犬にも伝染する？コンピュータには美

人がわかる？世の中にはまだまだいっぱい

の謎ばかり。ココロの新常識。新進気鋭の

心理学者が世界最新の科学論文をもとに

脳科学、心理学、行動科学の世にも奇妙な

不思議を解き明かす。

日本史は物語のように読めば絶対に

忘れない。累計２０万部の第ベストセ

ラー『京大芸人』シリーズ発。ロザン・

菅が書く、爆笑日本史物語！



住んでみたヨーロッパ９勝１敗で日本の勝ち 川口マーン惠美 やせ組女子の美人体質になる方法 甲村　弘子
災後の新聞 山田　明 ３０代までに絶対に知っておきたい卵子の話 金谷　美加
文芸春秋オピニオン２０１５年の論点１００ 患者さまは外国人 山本　ルミ
新・戦争論 池上　彰 沈みゆく大国アメリカ 堤　未果
日本の大問題が見えてくるディープな政治・経済 村中　和之 無人島、不食１３０日 山田　鷹夫
ジェノサイドの丘 フィリップ・ゴーレイヴィッチ ココナッツオイル健康法 ブルース・ファイフ

１０代の憲法な毎日 伊藤　真 体を温めるしょうがレシピ 川嶋　朗
「定常経済」は可能だ！ ハーマン・デイリー

大格差 タイラー・コーエン ゼロから始める暮らしに生かす再生可能エネルギー入門 田中　充
◎ ビル・ゲイツの面接試験 ウィリアム・パウンドストーン 怒りのブレイクスルー 中村　修二
◎ 外資系企業がほしがる脳ミソ キラン・スリニヴァス 地球革命への挑戦 エルンスト・Ｕ．フォン・ヴァイツゼッカー

データの見えざる手 矢野　和男 小惑星探査機「はやぶさ２」の大挑戦 山根　一真
面白くて眠れなくなる社会学 橋爪　大三郎 演習と応用電気回路 大橋　俊介
いのちが危ない残業代ゼロ制度 森岡　孝二 イモが日本を救う！ 鈴木　高広
外国人労働者受け入れを問う 宮島　喬 ロボット考学と人間 森　政弘
ルポ虐待の連鎖は止められるか 共同通信「虐待」取材班 Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ　Ｐｉで学ぶ電子工作 金丸　隆志
つながりっぱなしの日常を生きる ダナ・ボイド 直感を信じて、進め。 原田　美砂
知っていますか？自殺・自死防止と支援一問一答 国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター ＳＥＮＳ　ｄｅ　ＭＡＳＡＫＩ　vol.１ 雅姫

◎ 氷川下セツルメント史 氷川下セツルメント史編纂委員会 お金が貯まるのは、どっち！？ 菅井　敏之
いま、子どもの人権を考える 子どもの人権研究会 ほっこりあたたか手編みのルームシューズ

子どもの権利アジアと日本 荒牧　重人 ｍｉｃｈｉｙｏの編みものワークショップ ｍｉｃｈｉｙｏ
弱者に寄り添う 花園大学人権教育研究センター 痩せる寝方 左藤　桂子
〈できること〉の見つけ方 石田　由香理 バーミックスのある暮らし 井手　桜子

◎ こころの教育と生き方講話集 殿堂入りレシピも大公開！クックパッドの大人気おかず１０８

いじめ防止対策推進法の解説と具体策 小西　洋之 かんたんデザート 白崎　裕子
わが子のいじめ自殺でわかった　今、子どもたちと教師に起きている本当のこと 小森　美登里 野菜料理とヘルシーソース 浅川　勇人

◎ 高校の授業でとりあげたオオカミ少女の物語 平井　尚一 もっと！ぼくのおやつ ぼく
差別と教育と私 上原　善広 ★ おやつのない人生なんて 伊藤　まさこ

◎ 「いじめ」と「体罰」その現状と対応 富永　良喜
◎ スウェーデンの義務教育における「共生」のカリキュラム 戸野塚　厚子

◎ 日本の教育文化史を学ぶ 山田　恵吾
◎ このままでは学校はもたない！ 陰山　英男
◎ 「本音」でつながる学級づくり集団づくりの鉄則 河原　和之

知っていますか？人権教育一問一答 森　実
“生徒の自己開示”で始まる高校の学校開き 成山　治彦

◎ 『活用』の授業で鍛える国語学力 勝見　健史
保育士になるには 金子　恵美

◎ 私の早慶大合格作戦　’１５part２ エール出版社

新しい発達と障害を考える本　５～８ 内山　登紀夫

◎ 気になる子が溶け込む授業のしかけ 曽山　和彦
★◎ いま、話したいこと 室田　元美

霊能動物館 加門　七海

「無」の科学 ジェレミー・ウェッブ

ＮＨＫ考えるカラス ＮＨＫ「考えるカラス」制作班

★ 謎解き父さん 伴田　良輔
数の森 大関　清太

◎ よくわかる最新実験計画法の基本と仕組み 森田　浩
空気は踊る 結城　千代子

地球・生命－１３８億年の進化 谷合　稔
面白くて眠れなくなる生物学 長谷川　英祐

謎の海底サメ王国 ＮＨＫスペシャル深海プロジェクト取材班

糖尿病と合併症はこれを知っているだけでどんどん治る！ 木下　カオル
体を温めると健康になれるから冷えとりの知恵袋

ルポチェルノブイリ２８年目の子どもたち 白石　草

◎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。

4類　　数学・物理・化学・生物など

4類　　数学・物理・化学・生物など

5類　　技術・環境問題など

3類　　社会・経済・教育・法律など

母の誕生日にお決まりのショート

ケーキ、ハーゲンダッツのとびきりの

食べ方…楽しくて機嫌のいい毎日の

ためになくてはならないおやつを写真

とエッセイで紹介。

「アジアを二度と戦場にしないため

に」若者たちは海を越え、お互いを

知ろうとする。

マッチ棒のお父さん、角砂糖のお母さん、

長男のマチオ、長女のエリカ、猫のムース

―町山家は「考える家族」。数式や専門用

語をいっさい使わず、数と無限と世界を考

える一家の物語。タネもしかけもありません。

お父さんが繰り出す、手品のような１２の問

題。答えがわかっても、やっぱり不思議！



世界文化遺産富岡製糸場と明治のニッポン 熊谷　充晃
★ いのちの花 向井　愛実
人とミルクの１万年 平田　昌弘
センスは知識からはじまる 水野　学
猿の部長 竹内　謙礼
たいせつなことは船が教えてくれる 藤沢　優月
被災鉄道 芦原　伸
ウドウロク 有働　由美子

ムーミンの生みの親、トーベ・ヤンソン トゥーラ・カルヤライネン

おやすみなさいダース・ヴェイダー ジェフリー・ブラウン

おとぎ話の幻想挿絵 海野　弘
ダース・ヴェイダーとルーク〈４才〉 ジェフリー・ブラウン

ドミトリーともきんす 高野　文子
死んで生き返りましたれぽ 村上　竹尾

★ 「進撃の巨人」と解剖学 布施　英利
飾りパーツと雑貨のアンティーク素材集 ＣＥＲＴＯ
子どもは子どもを生きています 小西　貴士
古典派の音楽 アントニー・バートン

吹奏楽のための新基礎合奏入門 大滝　実
イージー・トゥ・リメンバー ウィリアム・ジンサー

殉愛 百田　尚樹
プロジェクト魂 結城　崇史
みつばちマーヤ夢と冒険のことば ＰＨＰ研究所

いっしょに走ろっ！ 星野　恭子
★ ４スタンス理論 広戸　聡一
◎ 夢をかなえるコツ 白石　豊

目的別・全７５ポーズストレッチの基本 遠山　健太
車いすバスケで夢を駆けろ 京谷　和幸
勝利はすべて、ミッションから始まる。 村上　恭和
超カンタンけん玉教室 日本けん玉協会

レトリックの話　話のレトリック サム・リース
人に聞けない大人の言葉づかい 外山　滋比古

弁護士が書いた究極の文章術 木山　泰嗣
★ 英語でゾクゾクするちょっと怖い話 アルク英語出版編集部ちょっと怖い話製作委員会

キリマンジャロの雪　フランシス・マカンバーの短く幸せな生涯 アーネスト・ヘミングウェイ

◎ 霊感少女リサ 安河内　哲也

東京文学散歩 二松学舎大学文学部国文学科

心の萬葉集 日下常由
詩なんか知らないけど 糸井　重里

★◎ かぐや姫の罪 三橋　健
◎ お伽草子・伊曾保物語 徳田　和夫
ブルーベリー作戦成功す 池上　敏也
女王 連城　三紀彦

僕は小説が書けない 中村　航
みなそこ 中脇　初枝
東京自叙伝 奥泉　光
気障でけっこうです 小嶋　陽太郎 オオカミの声が聞こえる 加藤　多一
サラバ！　上下巻 西　加奈子 Ｏｎｅ　Ｗｏｒｌｄ 喜多川　泰
Ｂハナブサへようこそ 内山　純 夜また夜の深い夜 桐野　夏生
死呪の島 雪富　千晶紀 彼女との上手な別れ方 岡本　貴也
肉小説集 坂木　司 イニシエーション・ラブ 乾　くるみ
大原御幸 林　真理子 てのひら猫語り あさの　あつこ

怪しい店 有栖川　有栖 カメレオンを飼いたい！ 松本　祐子

9類　　文学論・小説

6類　　農業・畜産・商業など

7類　　芸術・スポーツ・音楽など

8類　　日本語・英語・その他言語

9類　　文学論・小説

知っていますか？年間十万頭以上の犬や

猫が、人間の身勝手な理由で、殺処分され

ていることを。知っていますか？処分された

犬や猫の骨は、「ゴミ」として扱われ、捨てら

れているということを。これは、そんな不幸

な動物を救いたいと願い、立ち上がった女

子高生たちの、真実のお話です。

「超大型巨人」の顔を覆っている白いひもは

筋肉なのか、骨なのか…。社会現象にもなっ

ている作品の魅力の根源とは？いまだ謎に

つつまれたままの「巨人」の正体とは？この

二つの大きな「問い」に、「美術解剖学」が鋭

くメスを入れる。かつてない試みの新書の

登場。

正しい体の動かし方はひとつではな

い！４つのタイプ、それぞれに合った

運動法で、驚きの力が出せる！話題

の４スタンス理論はこうして生み出さ

れた。

初中級４０００語レベルの英単語が

ベースだから英語でストーリーを楽し

める。「トイレの花子さん」「口裂け女」

も収録。アメリカ、イギリス、そして

日本の英語で書かれた都市伝説１８

編。

かぐや姫の話には、知られていない

前日譚があった。神道研究の第一人

者が明かす、「竹取物語絵巻」上巻に

書かれた、かぐや姫が天上界で犯し

た罪と罰。



破獄 吉村　昭
インデックス 誉田　哲也

★ 家族シアター 辻村　深月
みんなの少年探偵団 万城目　学
謎解きはディナーのあとで　風祭警部の事件簿 東川　篤哉

◎ 海賊とよばれた男　上下巻 百田　尚樹
◎ ＳＴ警視庁科学特捜班エピソード１ 今野　敏
探偵の探偵 松岡　圭祐
相棒　season１２中 輿水　泰弘
パスティス 中島　京子
ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野　圭吾
羅生門・鼻 芥川　竜之介

探偵少女アリサの事件簿 東川　篤哉
★ 放課後に死者は戻る 秋吉　理香子

◎ ストライク・ザ・ブラッド　１１ 三雲　岳斗
最後のトリック 深水　黎一郎

小説マエストロ！ さそう　あきら

君がいる時はいつも雨 山田　悠介
ひなこまち 畠中　恵

★ えどさがし 畠中　恵
キャプテンサンダーボルト 阿部　和重
営繕かるかや怪異譚 小野　不由美

図書館奇譚 村上　春樹
246 沢木　耕太郎

現代の正体 牛島　信
田舎でロックンロール 奥田　英朗
弱いつながり 東　浩紀
考えるマナー 赤瀬川　原平

「自由」のすきま 鷲田　清一
常識にとらわれない１００の講義 森　博嗣
ペコロスの母の玉手箱 岡野　雄一
ペコロスの母に会いに行く 岡野　雄一
ぼくはアスペルガー症候群 権田　真吾

◎ 日本文学全集　１ 池沢　夏樹
漢詩のレッスン 川合　康三
トールキンとＣ・Ｓ・ルイス友情物語 コリン・ドゥーリエ

フラワーフェアリーズデラックスブック～妖精の詩と花図鑑～ シシリー・メアリー・バーカー

ローズの小さな図書館 キンバリー・ウィリス・ホルト

★ 月を盗んだ男 ベン・メズリック

１３番目の贈りもの ジョアン・フイスト・スミス

アンデルセン童話全集　２・３ ハンス・クリスチャン・アンデルセン

プレゼントの木(絵本) いもと　ようこ

9類　　文学論・小説

今月の展示

お父さんも、お母さんも、おじいちゃ

んも、おばあちゃんも、娘も、息子も、

お姉ちゃんも、弟も、妹も、孫だって

―。ぶつかり合うのは、近いから。や

やこしくも愛おしい、すべての「わが

家」の物語。

ある夜、僕は崖から突き落とされた。

目が覚めると、巻き添えになった美

形の高校生の姿に変わっていた―

入れ替わった姿で、僕は犯人探しを

始める。僕を殺した奴は、誰だ。容疑

者＝クラスメイト。

時は江戸から明治へ、仁吉は銀座

で若だんなを探していた――表題作

ほか、お馴染みのキャラが大活躍す

る全五編。「しゃばけ」シリーズ初の

外伝、文庫オリジナルで登場！

NASA＆FBI VS天才研修生。アポロ１１号

が地球に持ち帰った月の石―２００２年、

アメリカの国家的財宝が盗まれ大騒動に。

犯人は２５歳のNASA研修生だった。大ヒッ

ト映画『ソーシャル・ネットワーク』原案者に

よる傑作ノンフィクションノベル！

図書館NEWSで、先生

方が紹介していた本

を展示しています☆

また関連本も一緒に

置いているので、参

考にしてくださいね。

図書館からのお願い

※本の返却期限は２週間です。返却日を過ぎて

もまだ返していない人は早く返してください。

次の人が待っています。本当に待っています。

なかなか返ってこないと困っています。


