
◎ １０歳から身につく問い、考え、表現する力 斉藤　淳
「本が売れない」というけれど 永江　朗

★ なんで水には色がないの？ 五百田　達成

◎ 哲学の使い方 鷲田　清一
マンガでやさしくわかるアドラー心理学 ２ 岩井　俊憲

◎ 日本人の身体 安田　登
こうして、思考は現実になる　２ パム・グラウト

子どもたちが身を乗り出して聞く道徳の話 平　光雄
願いを９割実現するマーフィーの法則 植西　聡

★ まんがでわかる７つの習慣　４ 小山　鹿梨子

不安をなくす技術 嶋津　良智
キリスト教入門 山我　哲雄

日本古代史をいかに学ぶか 上田　正昭
食べる。 中村　安希

イスラーム国の衝撃 池内　恵
憲法九条は私たちの安全保障です。 梅原　猛
命の授業 おかやま犯罪被害者サポート・ファミリーズ

★ 日本がわかる経済学 飯田　泰之
◎ 小倉昌男経営学 小倉　昌男
◎ エッセンシャル思考 グレッグ・マキューン

財政危機の深層 小黒　一正
社会不満足 乙武　洋匡

人間関係や仕事、恋にも有効！マンガで学ぶ心屋仁之助の「非常識」でコミュニケーションはラクになる 心屋　仁之助

地方消滅の罠 山下　祐介
日本の年金 駒村　康平
わたしは１３歳、学校に行けずに花嫁になる。 プラン・ジャパン

◎ 実学教育改革論 橘木　俊詔
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図書館からのお知らせ

3類　　社会・経済・教育・法律など

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

新しい本

約160冊入荷

（1/8～1/31入荷分）

みなさん、こんにちは☆

１月に第１５２回芥川賞・直木賞がそれぞれ発

表されました。芥川賞は小野正嗣さんの『九年

前の祈り』、直木賞は西加奈子さんの『サラ

バ！』です。

また西加奈子さんの『サラバ！』は２０１５年本

屋大賞にもノミネートされています。こちらは４

月に結果が発表されます。

両作品とも図書館にあるので、ぜひ読んでみて

くださいね♪館外に二人の新聞記事も掲示して

いますよ☆

子どもの素朴な質問から「大人も

知らない世の中の仕組み」を学ぶ

ための本です。全３６の質問から、

実は知らなかった世の中の大切

なことを楽しく学べます。

いよいよ完結、「まんがでわかる

７つの習慣」シリーズ第４弾！

コヴィー博士が「７つの習慣」の

後に提唱した、リーダーの資質

を増強し、開花させる「第８の習

慣」も解説。

経済成長を見極める「移す・積む・

慣れる」の視点とは？バブル期に

企業の明暗を分けた資産の持ち

方とは？人口が減少する日本で

住む場所を集中すべき理由とは？

日本の「今」が見える経済学の

講義を完全収録！

芥川賞 直木賞



◎ 教室からの声を聞け 多賀　一郎
◎ スクールソーシャルワーカー実践事例集 門田　光司
◎ 学習支援のツボ 佐藤　浩一
◎ 不登校・ひきこもりが終わるとき 丸山　康彦
★ スギナの島留学日記 渡辺　杉菜
◎ 次世代教員養成のための教育実習 次世代教員養成研究会

◎ 「一人も見捨てへん」教育 志水　宏吉
◎ 「愛される学校」の作り方 玉置崇・斎藤早苗

調べてみよう、書いてみよう 最相　葉月
◎ 東京大学世界の知の拠点へ 浜田　純一

目指せＭＩＴ 日本ＭＩＴ会

◎ 社会人になって成功する大学生活術 岩田　年浩
怠けてなんかない！ 品川　裕香

科学検定公式問題集３・４級 桑子　研
★ 猫が屋根から降ってくる確率 竹内　薫
◎ 娘に「リケジョになりたい！」と言われたら 秋田　直美

逆問題の考え方 上村　豊
世界を変えた確率と統計のからくり１３４話 岩沢　宏和
地球４６億年の秘密がわかる本 地球科学研究倶楽部

地震は必ず予測できる！ 村井　俊治
クラゲ世にも美しい浮遊生活 村上　竜男
人類を滅ぼす感染症ファイル 日本疫病研究会

エネルギーとはなにか ロジャー・Ｇ．ニュートン

★ アウトサイダー・プラモデル・アート 有田　シュン
トコトンやさしい環境汚染の本 大岩　敏男
ひとくふう ほしの　ゆみ
チーズケーキパーフェクトブック 福田　淳子
チョコケーキとクッキー、生チョコレートの本 下迫　綾美

★ 農業は脳業である 古野　隆雄
「育つ土」を作る家庭菜園の科学 木嶋　利男
ネコのＩ．Ｑ．テスト Ｅ．Ｍ．バード

ゼロ！ 片野　ゆか
葬祭業界で働く 薄井　秀夫
エンジェルフライト 佐々　涼子

高校生のブルース 劔　樹人
ムーミン・コミックス　５ トーベ・ヤンソン

項羽と劉邦　５ 横山　光輝
しばおっちゃん ねこまき
「のび太」という生きかた 横山　泰行
おしゃれでかわいい折り紙＆小物 ｓｔｕｄｉｏ　ｏｒｉｇａｍｉ

★ 映画系女子がゆく！ 真魚　八重子

花燃ゆ　前編
人生とは勇気 児玉　清
誰でもできる最新スポーツメンタルトレーニング 笠原　彰
健康と美ボディーを手に入れる１分ストレッチ 横手　貞一朗

チーム・ブライアン ブライアン・オーサー

プ女子百景 広く。

日本の大和言葉を美しく話す 高橋　こうじ
新明解日本語アクセント辞典 秋永　一枝
文章は読むだけで上手くなる 渋谷　和宏

◎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

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

4類　　数学・物理・化学・生物など

5類　　技術・環境問題など

島根県沖６０kmにある隠岐諸島に、

いま熱い視線が注がれている。

本土から海士町にある県立隠岐島前

高校に留学したスギナが、２年半に

わたって体験してきたことは？

曇りのない目で語る、島の人々や

自然、充実した学びの日々。

「大地震」が予知できない理由、

けれど噴火は予知できる。手放し

で喜んではいけないノーベル賞。

太陽光発電の落とし穴。気になる

科学問題がすっきり解決。「シュレ

猫」「K妻」「私」によって縦横無尽に

繰り広げられる科学エッセイ！

子供にとってプラモデルが“おもちゃの

王様”だった、そしてキャラクタービジ

ネスが今よりも大らかだった、７０年後半

から８０年代。極めて野心的で、創造性

の高いアオシマ文化教材社が生み出

した、異形にして、圧倒的にクールな

プラモデルを一挙紹介！

合鴨水稲同時作を確立し、世界で

もっとも傑出した社会起業家に

選ばれた百姓・古野隆雄の哲学・

発想とプロの技は、新たな道を

切り開くビジネスや人生に大きな

示唆を与える。

映画作品に描かれる女性たちの

喜びや愛、あるいは生きづらさ、

自意識との葛藤、孤独、恋愛の

苦しみといった心情を浮かび上が

らせる。映画を見終わったときの

気持ちを言葉にすることをとおして、

女性の生き方をすくいとるエッセー。



できる人のＴＯＥＩＣテスト勉強法 中村　澄子
１日１分レッスン！新ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴ千本ノック！　７ 中村　澄子

★ ディズニーの英語　５ 石原　真弓

◎ このライトノベルがすごい！　２０１５ 『このライトノベルがすごい！』編集部

われにやさしき人多かりき 田辺　聖子
名刺ゲーム 鈴木　おさむ

夜の床屋 沢村　浩輔
浮雲心霊奇譚 神永　学
花燃ゆ　１ 大島　里美

★ 夢をかなえるゾウ　３ 水野　敬也
全員少年探偵団 藤谷　治
サイタ×サイタ 森　博嗣
不連続の世界 恩田　陸
科野秘帖 辻堂　魁
九年前の祈り 小野　正嗣
海色の壜 田丸　雅智
悲嘆の門　上下巻 宮部　みゆき

絶唱 湊　かなえ
★ ラスト・ワルツ 柳　広司

ビブリア古書堂の事件手帖　６ 三上　延
よみがえる百舌 逢坂　剛
【ノスリ】の巣 逢坂　剛
あやかし草子 千早　茜
十二年目の映像 帚木　蓬生
複合捜査 堂場　瞬一
淡雪記 馳　星周
風の王国 毛利　志生子

葉桜 橋本　紡
ばけもの好む中将　１～３ 瀬川　貴次
チーズと塩と豆と 角田　光代
四十八人目の忠臣 諸田　玲子
放蕩記 村山　由佳

★ 冬姫 葉室　麟
なずな 堀江 敏幸
漂砂のうたう 木内　昇
抱擁、あるいはライスには塩を　上下巻 江国　香織
白ゆき姫殺人事件 湊　かなえ
ばらばら死体の夜 桜庭　一樹
百舌の叫ぶ夜 逢坂　剛
幻の翼 逢坂　剛
砕かれた鍵 逢坂　剛
マスカレード・イブ 東野　圭吾
マスカレード・ホテル 東野　圭吾
リタとマッサン 植松　三十里

虚言少年 京極　夏彦
旅屋おかえり 原田　マハ
あとは泣くだけ 加藤　千恵
韃靼の馬　上下巻 辻原　登
そこへ行くな 井上　荒野
Ｌ　ｃｈａｎｇｅ　ｔｈｅ　ＷｏｒＬｄ Ｍ
月は怒らない 垣根　涼介
母のはなし 群　ようこ

★ 我が家の問題 奥田　英朗
ワーカーズ・ダイジェスト 津村　記久子

神の子　上下巻 薬丸　岳

9類　　文学論・小説

8類　　日本語・英語・その他言語

人気ストーリーを読んで・聴いて

英語を身につけられるストーリー

ブック。「コレクション５」はアカデ

ミー受賞作の「アナと雪の女王」。

作品の世界を楽しみながら、使

える英語の力が身につきます！

お待たせしました、第３弾！

今回の主人公は夢に恋するOLさん。

女性が抱く、仕事や恋の悩みにも容赦

ないガネーシャ流成功法が冴えわたる！

（本人談）

累計２８０万部突破のベストセラー

第３弾は、ガネーシャのライバル登場！

疾走する特急車内、仮面舞踏会、

ドイツの映画撮影所―加速する

頭脳戦、ついに最高潮へ！世界

各国で展開する“究極の騙し合

い”に生き残れ。日本最高峰のス

パイ・ミステリ。

織田信長の娘、冬姫。信長の

血の継承を巡り、繰り広げられる

男たちの熾烈な権力争い、女

たちの苛烈な〈女いくさ〉に翻弄

されながらも、戦国の世を生きた

数奇な半生を辿る歴史長編。

「夫は、仕事ができないらしい」。

会社のこと、実家のこと、ご近所

づきあい……どんな家庭にもある、

ささやかだけれど悩ましい「問題」。

人間ドラマの名手が贈る、くすりと

笑えて、ホロリと泣ける平成の

家族小説。



シロガラス　３ 佐藤　多佳子

★ 風 青山　七恵
◎ ライオンの棲む街 東川　篤哉
◎ 学ばない探偵たちの学園 東川　篤哉

ＳＴ警視庁科学特捜班毒物殺人 今野　敏
ワン・モア 桜木　紫乃
散り椿 葉室　麟
探偵の探偵　２ 松岡　圭祐
孤独の価値 森　博嗣

★ 猫怪々 加門　七海
坂の下の湖 石田　衣良
春楡の木陰で 多田　富雄

◎ インドで考えたこと 堀田　善衛
日本文学全集　２３ 池沢　夏樹
新釈漢文大系　１０６ 岡村　繁
アニー トーマス・ミーハン

◎ シャーロック・ホームズ全集　６ アーサー・コナン・ドイル

チャーリー・モルデカイ　１・２ キリル・ボンフィリオリ

凍氷 ジェイムズ・トンプソン

人魚姫 カミラ・レックバリ

★ その女アレックス ピエール・ルメートル

風の影　上下巻 カルロス・ルイス・サフォン

★ なぜイヌの鼻はぬれているの？（絵本） ケネス・スティーブン

9類　　文学論・小説

今月の展示

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。

ノルウェー文化省最優良絵本賞

受賞のユーモア絵本。

あらゆる種類の動物を乗せた、

ノアの作った箱舟。大海原の

真ん中で、舟に穴が開いてしまい…

ノアはどうするのでしょう？

澄子と貴子、実加と未紀、優子…

彼女たちは転がり続ける転がり

続ける――姉妹の絶望的なまでの

愛憎を描く「風」他、至極の４編を

収録。

路地裏でうずくまる仔猫を見捨て

られず、飼うことにした著者。猫は

病気を抱えており、さらに怪異

現象までついてきて……。猫好き

作家の怪しくも愛しい日々を描く、

体当たり育猫日記。

監禁され、死を目前にした女

アレックス――彼女の心に秘め

られた壮絶な計画とは？英米

ミステリ界を戦慄させた驚愕と

慟哭の傑作！

イギリス推理作家協会賞受賞作。

2/14はバレンタインデー

図書館に色々お菓子の本を揃えています。

プレゼントにもよし、自分のためでもよし♪

お菓子作りで気分転換はいかがですか？

今月の

新刊

2015年本屋大賞ノミネート作

品が決定したので、図書館内

に展示しています。気になる

作品をぜひチェックしてみて

ください♪


