
リベラルアーツの学び方 瀬木　比呂志

今すぐ使えるかんたんＷｉｎｄｏｗｓ　１０ オンサイト
Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒデザインメソッド 井上　のきあ
読書が「知識」と「行動」に変わる本 大岩　俊之

★ ギネス世界記録　２０１６ クレイグ・グレンディ

高校生のための東大授業ライブ 東京大学教養学部

１０代からの心理学図鑑 マーカス・ウィークス

ココロの本音がよくわかる魔法の心理テスト 中嶋　真澄
赤を身につけるとなぜもてるのか？ タルマ・ローベル

Ｂ型あるある 新田　哲嗣
Ｏ型あるある 新田　哲嗣
Ａ型あるある 新田　哲嗣
鈍感な男　理不尽な女 黒川　伊保子

ひといちばい敏感な子 エレイン・Ｎ．アーロン

運玉 桜井　識子
ことだま５０音「名前」占い 水蓮
二宮金次郎に学ぶ生き方 中桐　万里子

結局、「すぐやる人」がすべてを手に入れる 藤由　達蔵
シンプルに考える 森川　亮
人生の主導権を取り戻す「早起き」の技術 古川　武士
無意識はいつも正しい クスド　フトシ

★ 幸せはあなたの心が決める 渡辺　和子

◎ 世界史の極意 佐藤　優
◎ 日本人がつくる世界史 日下　公人
ナチュラル・ボーン・ヒーローズ クリストファー・マクドゥーガル

◎ 日本人はなぜ戦争へと向かったのか　メディアと民衆・指導者編 ＮＨＫスペシャル取材班

◎ 日本人はなぜ戦争へと向かったのか　外交・陸軍編 ＮＨＫスペシャル取材班 ◎ ココ・シャネル女を磨く言葉 高野　てるみ

◎ なぜ、地形と地理がわかると古代史がこんなに面白くなるのか 千田　稔 偉人の選択１００　ＳＴＥＶＥ　ＪＯＢＳ 田中　イデア

広島原爆写真集 反核・写真運動 ◎ 今がわかる時代がわかる世界地図　２０１５年版 成美堂出版編集部

「昭和天皇実録」にみる開戦と終戦 半藤　一利 ★◎ 絶対に行けない世界の非公開区域９９ 片山　美佳子

真実の戦国時代 渡辺　大門 ４７都道府県庁所在都市　東日本・西日本編 八幡　和郎
◎ 織田信長　四三三年目の真実 明智　憲三郎 ◎ 今がわかる時代がわかる日本地図　２０１５年版 成美堂出版編集部

熱狂宣言 小松　成美 ◎ 奇妙な県境６２の不思議 浅井　建爾
溥儀 塚瀬　進 日本地理データ年鑑　２０１５ 松田　博康
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０類　　百科事典・雑学・コンピュータなど

2類　　歴史・伝記・地理など

１類　　哲学・宗教・心理学など

2類　　歴史・伝記・地理など

新しい本

約240冊入荷

（9/1～9/30入荷分）

芸術鑑賞会も終わり、後期がスタートしました。日中は過ごしやすくな

り、朝晩は少し寒く感じますね。

定期考査も終わりました。運動の秋、食欲の秋、芸術の秋、読書の秋…

みなさんはどんな＜秋＞を過ごしていますか？

今年も読書感想画中央コンクールの応募が始まりました。感想文は苦手

だけど絵は好きという人や、興味のある人はぜひチャレンジしてみてく

ださい♪指定図書は、図書館にコーナーを作って展示しています。もち

ろん自分の好きな本の感想画でも応募できるので、詳しくは図書館外の

掲示を参考にしてくださいね☆

思い通りにいかない時こそ自分

らしさを輝かせる道がある。つ

らいこと、つまらないことを、

「ありがたいこと」に。生きる

指針、人生のヒント。ノートル

ダム清心学園理事長の著書。

身長世界最高2.53m、最低

54.6cm、最長の爪は片手合計

9.09m、最も稼ぐユーチュー

バーは年間28億円以上！さら

にスター・ウォーズ、ワンピー

ス、マイクラの記録など、驚愕

の世界一がぎっしり！！

世界の「立ち入り禁止」場所を

99カ所紹介した、禁断のビ

ジュアルブック！さまざまな理

由により行くことが不可能な場

所・施設を一挙公開。一生かけ

ても行けない秘密の場所を、の

ぞいてみませんか？



◎ るるぶ函館大沼　’１５～’１６ 通勤数学１日１題 岡部　恒治
るるぶバリ島　’１６ 完全版マーティン・ガードナー数学ゲーム全集　１・２ マーティン・ガードナー

ソウル 目で見る数学　１・２ ジョニー・ボール

パリ 数学ガールの秘密ノート 結城　浩
山下マヌーのランキン！ハワイ 山下　マヌー リーマン予想とはなにか 中村　亨
ハワイ ◎ 複素数３０講 志賀　浩二

光と重力　ニュートンとアインシュタインが考えたこと 小山　慶太
◎ 中国大減速の末路 長谷川　慶太郎 ★ 世界で一番美しい分子図鑑 セオドア・グレイ

２１世紀の自由論 佐々木　俊尚 生命の星の条件を探る 阿部　豊
◎ 世界史で学べ！地政学 茂木　誠 雲・天気
「テロに屈するな！」に屈するな 森　達也 日本列島人の歴史 斎藤　成也
刑事ドラマ・ミステリーがよくわかる警察入門 オフィステイクオー ◎ 植物生体電位とコミュニケーション 大藪　多可志

★ どうなるどうするマイナンバーはじまります 富士通エフ・オー・エム株式会社 ★ 生きものの持ちかた 松橋　利光
みんなが知りたかった！マイナンバーで損する人得する人 ＴＡＣ出版編集部 もしもあの動物と暮らしたら！？ 小菅　正夫
国家公務員になるには 井上　繁 あたりまえのカラダ 岡田　慎一郎

和解は可能か 内田　雅敏 Ｂ型肝炎 奥泉　尚洋
◎ 超嫌韓論 桜井　誠 治ってますか？発達障害 南雲　明彦

声に出して読みたい小中学生にもわかる日本国憲法 斎藤　孝
マスコミが伝えない裁判員制度の真相 猪野　亨

◎ 新自由主義の自滅 菊池　英博
◎ 経済物理学（エコノフィジックス）の発見 高安　秀樹
父が息子に語るマクロ経済学 斉藤　誠
ドイツ人はなぜ、１年に１５０日休んでも仕事が回るのか 熊谷　徹

◎ 円安亡国 山田　順
◎ 日経平均２万５０００円超え時代の日本経済 長谷川　慶太郎

◎ 世紀の空売り マイケル・ルイス

◎ 禁断の市場 ベノワ・Ｂ．マンデルブロ

◎ 史上最大のボロ儲け グレゴリー・ザッカーマン

世界国勢図会　２０１５／１６ 矢野恒太記念会

なぜネット社会ほど権力の暴走を招くのか ジュリア・カジェ

★ アイスブレイク 今村　光章
言葉が足りないとサルになる 岡田　憲治
北欧女子オーサが見つけた日本の不思議　２ オーサ・イェークストロム

働く女性とマタニティ・ハラスメント 杉浦　浩美
女性活躍後進国ニッポン 山田　昌弘
お父さんがキモい理由を説明するね 中山　順司
正しい保健体育　２　 みうら　じゅん

この世の光のただ中に 安藤　忠
人を育てよ 丹羽　宇一郎

◎ 「学力」の経済学 中室　牧子
◎ なぜ、あの学校は活力に満ちているのか？ 吉田　和夫

すぐわかる！できる！アクティブ・ラーニング 西川　純
アクティブラーニング入門 小林　昭文

◎ どんな高校生が大学、社会で成長するのか 溝上　慎一
私の医学部合格作戦　’１６ｐａｒｔ１ エール出版社

私の東大合格作戦　’１６ エール出版社

私の京大合格作戦　’１６ エール出版社

公式で解く！！看護医療福祉系面接 ケア人材研究会

◎ ＰＲＯＧ白書　２０１５ 河合塾
危ない大学・消える大学　’１６ 島野　清志
だれが墓を守るのか 小谷　みどり

ときめく！世界の軍服コレクション おしゃれユニホーム調査団

◎ プロパガンダ戦史 池田　徳真
高校生にも読んでほしい安全保障の授業 佐藤　正久

◎ ラスト・オブ・カンプフグルッペ　４ 高橋　慶史

ここに気づけば！東大・難関大「数学」入試問題があなたにも解ける 京極　一樹

3類　　社会・経済・教育・法律など

◎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。
2類　　歴史・伝記・地理など 4類　　数学・物理・化学・生物など

4類　　数学・物理・化学・生物など

マイナンバー制度の主旨や目的、

企業におけるマイナンバーの適切

な管理方法、同制度に対応するた

めに企業で必要となる作業などを、

カラーイラストを交えて解説する。

こころから求めているのに出会

いに恵まれない。出会えても、

話のきっかけがうまくつくれな

い。話が深まっていかない。関

係がうまく築けない。アイスブ

レイクがあなたの出会いの演出

力を高める。

ベストセラー『世界で一番美し

い元素図鑑』の続編登場。今度

の主役は「分子」！元素はどん

な風に組み合わさって分子にな

るのか、分子はどう組み合わ

さってこの世界を作るのかがわ

かる、贅沢な探索の書。

ハサミを見て背後から！しっぽ

をひょいっとね！小さなツノを

おさえる！カブトムシ、バッタ

など、身近な虫たちから、イヌ、

ヘビ、トカゲ、そしてワニまで、

その「持ちかた」を伝授する本。



その医者のかかり方は損です 長尾　和宏
ゆるめる力　骨ストレッチ 松村　卓

　 トコトンやさしい食品添加物の本 仲村　健弘

「水素社会」はなぜ問題か 小沢　祥司
段取りの“段”はどこの“段”？ 荒田　雅之
ゼロからはじめる〈木造建築〉入門 原口　秀昭
電気のことがわかる事典 戸谷　次延
これだけ！電気 野田　ユウキ

これだけ！電波と周波数 吉村　和昭
イラストでまなぶ電波と通信 吉川　忠久
トコトンやさしい電波の本 谷腰　欣司
電波がわかる本 後藤　尚久
トコトンやさしい鋳造の本 西　直美
トコトンやさしい金属加工の本 海野　邦昭
トコトンやさしい鍛造加工の本 篠崎　吉太郎

トコトンやさしい溶接の本 安田　克彦
トコトンやさしいプラスチック材料の本 高野　菊雄
トコトンやさしいプラスチック成形の本 横田　明
ＤＩＹでできる！アイアンワーク入門

ＤＩＹ　Ｇｕｉｄｅ　Ｂｏｏｋ
トコトンやさしい木工の本 赤松　明
超基本ＤＩＹ木工
いちばんよくわかるソーイングの基礎 坂内　鏡子
手ぬいで作る可愛い大人のスカート 遠藤　リカ
果物の美味しい切り方・むき方 くだもの委員会

ラクうまごはんのコツ 瀬尾　幸子
★ 作りおきスイーツ 主婦の友社

迷子のミーちゃん 木附　千晶
ほんとねこ スズシロ
新・オタク経済 原田　曜平
なんでもわかる！鉄道用語大事典 梅原　淳
観光ガイドになるには 中村　正人
日本でいちばん心温まるホテルであった奇跡の物語 柴田　秋雄

★ ディズニーシーであった心温まる物語 吉田　よしか
ＴＤＳレストランぜんぶ食べたガイド 堀井　憲一郎

ＴＤＬレストランぜんぶ食べたガイド 堀井　憲一郎 ★ 新明解国語辞典 山田　忠雄
オノマトペラペラ 読売新聞英字新聞部

芸術の都フィレンツェ大図鑑 パオルッチ 公式で解く！！看護医療福祉系小論文 ケア人材研究会

モネの庭 ヴィヴィアン・ラッセル

林静一美人画集 林　静一 エンタテインメントの作り方 貴志　祐介
ほのぼのログ 深町　なか このミステリーがひどい！ 小谷野　敦
和の彩り素材集 中嶋　桂子 ★ お～い俳句 伊藤園
今宵、空で逢いましょう ｈａｌｎｏ ばけもの好む中将　４ 瀬川　貴次
きょうはなにする？ Ａｙａｓａｋａｉ 五番目のピエロ 悪ノＰ
画用紙でつくる白い立体切り紙 ピポン 眠らせ姫からの贈り物 悪ノＰ
人生ほの字組 ＥＸＩＬＥ　ＮＡＯＴＯ 「悩み部」の栄光と、その慢心。 麻希　一樹
だから、生きる。 つんく♂ 掟上今日子の挑戦状 西尾　維新
しゃべくり漫才入門 元祖爆笑王 怪盗グリフィン対ラトウィッジ機関 法月　綸太郎
足ツボを押すだけでランナーの痛みは消える！ Ｍａｔｔｙ 浜村渚の計算ノート　６ 青柳　碧人
野球部あるある　３ 菊地選手 悪ノ円舞曲（ワルツ） 悪ノＰ

★ コーチングとは「信じること」 生島　淳 ★ おひさまジャム果風堂 高森　美由紀

野球ノートに書いた甲子園　３ 高校野球ドットコム編集部 ◎ 告白 小林　深雪
将棋ファンあるある いしかわ　ごう ◎ 秘密 小林　深雪
直感を裏切るデザイン・パズル 馬場　雄二 決戦！大坂城 葉室　麟
絵解き５分間ミステリー名探偵からの挑戦 ローレンス・トリート ◎ 少女 湊　かなえ

5類　　技術・環境問題など

9類　　文学論・小説

7類　　芸術・スポーツ・音楽など

4類　　数学・物理・化学・生物など

8類　　日本語・英語・その他言語

6類　　農業・畜産・商業など

ディズニーシーでは、日々、た

くさんの出逢い、奇跡が起きて

います。あなたもその一瞬を見

届けてみませんか？ゲスト、元

キャストの中で語り継がれてい

るハートフルストーリー２６。

弱かったラグビー日本代表は、な

ぜ世界の強豪に勝てるようになっ

たのか。世界的名将が組織と個人

を育てるための哲学を語り尽く

す！

一度作ればしばらくおいしい！

毎日のおやつ、プレゼントにも

ぴったりのクッキーやケーキに

ジャムなど…お菓子＆保存食１

００レシピ。「第２回料理本大

賞in japan」お菓子部門大賞

受賞。

収録項目数七万七千五百。「文

法」を新設。判型・紙面を刷新し、

いっそう見やすく。新「常用漢字

表」に完全対応。形容詞項目を全

面的に見直し。

第３回ビブリオバトルのチャンプ

本に選ばれました！



青春探偵ハルヤ 福田　栄一 ◎ ぼくは愛を証明しようと思う。 藤沢　数希
★ ＭとΣ 内村　薫風 〈あるいは〉ＳＦのある風景 文野　はじめ

ハーモニー 伊藤　計劃 ★ 季節はうつる、メリーゴーランドのように 岡崎　琢磨
ソードアート・オンライン　１６ 川原　礫 空色の小鳥 大崎　梢
ロスジェネの逆襲 池井戸　潤 伏木商店街の不思議 太田　忠司

◎ メサイア 高殿　円 岸辺のヤービ 梨木　香歩
◎ リモコン じーざすＰ ふたえ 白河　三兎
死神うどんカフェ１号店　１ 石川　宏千花 道徳の時間 呉　勝浩
狐さんの恋活 北　夏輝 日本文学全集　８・２１ 池沢　夏樹

★ 放課後の厨房男子 秋川　滝美 新釈漢文大系　１０７ 岡村　繁
狐さんの恋結び 北　夏輝 ピーター・パンとウェンディ ジェームズ・Ｍ．バリー

君にさよならを言わない 七月　隆文 月と六ペンス サマセット・モーム

ヒロイン失格 幸田　もも子 ルミッキ　１ サラ・シムッカ

神様ゲーム 麻耶　雄嵩 せんそうしない（絵本） たにかわ　しゅんたろう

ぼくらのきせき 深町　なか ふなっしーのふなふなふな日和（絵本） ふなっしー
◎ 化学探偵Ｍｒ．キュリー　１～３ 喜多　喜久
ハッピー・リタイアメント 浅田　次郎
相棒　１２下 輿水　泰弘
僕はもう憑かれたよ 七尾　与史
聖母 秋吉　理香子

一千兆円の身代金 八木　圭一
レインツリーの国 有川　浩
珈琲店タレーランの事件簿　４ 岡崎　琢磨
デザイナーベイビー 岡井　崇
オチケン探偵の事件簿 大倉　崇裕

◎ 神様 川上　弘美
折り紙衛星の伝説 大森　望
シャッフル航法 円城　塔

9類　　文学論・小説9類　　文学論・小説
☆予約＆リクエストは随時受付中☆

今月の展示

東北地方の片田舎。地元の遊園地

で戦隊もののスーツアクターをし

ている拓真（２７歳）と、拓真に

引き取られた無表情な小学生・昌

（８歳）が織りなす、涙あり笑い

ありのハートフル・ストーリー。

奇妙な出来事に説明をつける、つ

まり「キセツ」。謎を乗せて、季

節はめぐる。はじけるような日常

の謎、決して解けない恋愛の謎。

夏樹の想いの行方は……。『珈琲

店タレ-ランの事件簿』の著者が

描く、究極の片想いミステリ。

←９月の展示

『外国語で読

んでみよう！』

←芸術鑑賞会の演

者さん達に頂

きました！

県立末那高校は、男子校だけあっ

て部活動の主流は運動部。料理好

きの先輩が立ち上げた通称『包丁

部』は、常に部員不足で存続の危

機に晒されている。今年こそ新入

部員を獲得しなければ、と部員た

ちが目を付けたのは…。

１９９０年２月１１日。光のよう

に世界を移動した、「奇跡」の軌

道。新しくて尖ってる。でも、不

思議と懐かしい。この一冊もある

意味、奇跡。

第１５３回芥川賞候補作に選ばれ

た作品。

２６年間で応募総数約２８００万

句！季語がなくても、思いのまま

の五七五。こどもも大人も、悲し

い気持ちも嬉しいときも、十七文

字に込めた傑作選。親子げんかや

初恋、部活動に夏休み…みんなの

心の風景を、ぎゅっと１冊に詰め

込みました。

目立たないけど→

面白い『掘り出

し本』あります♪

↓映像化作品☆

↑１０月の展示

『青い表紙集め

てみました。』


