
京大式おもろい勉強法 山極　寿一
★ 『王様のブランチ』が恋した本 ＴＢＳテレビ「王様のブランチ」

世界は解らないコトだらけ、なので調べてみた 阿部　亮
大人に質問！「大人ってどのくらい大変なんですか？」 みうら　じゅん

ヘンな論文 サンキュータツオ

末期がんとともに生きる爺から孫たちへの最後の手紙 三好　正満
どうしてＳＵＮ人間は人の話を聞かないのか？ つるもと　まさひろ

どうしてＥＡＲＴＨ人間はお金がこんなに好きなのか？ つるもと　まさひろ

どうしてＭＯＯＮ人間は優柔不断で調子いいのか？ つるもと　まさひろ

考え方の教室 斎藤　孝
意識と無意識のあいだ マイケル・コーバリス

★ Ｐｏｔ　ｗｉｔｈ　ｔｈｅ　Ｈｏｌｅ プレム・ラワット

壁を打ち破る３４の生き方 ＮＨＫ「プロフェッショナル」制作班

◎ 困難な成熟 内田　樹
日本のみなさんにお伝えしたい４８のＷｈｙ 厚切りジェイソン

空海 高村　薫

学びなおすと世界史はおもしろい 太田　竜一
森と山と川でたどるドイツ史 池上　俊一
インカの世界を知る 木村　秀雄
大村智物語 馬場　錬成

★ 駐在所暮らし 武田　婦美
ぼくは科学の力で世界を変えることに決めた ジャック・アンドレイカ
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図書館からのお知らせ

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180冊入荷

（12/1～12/28入荷分）

みなさん、本年も図書館を宜しくお願い致します。

早いもので、年が明けてから１月も半ばになりましたね。

『一日の計は朝にあり 一年の計は元旦にあり』
その日に為すべきことは朝に計画を立て、その年に為すべきことは元

旦に計画を立てるべきであるという故事で、何事も始めに計画を立て

るのが大事だという意味です。

みなさんはもう一年の計画を立てましたか？計画を立てるのが苦手な

人も、得意な人も、今年一年が実りの多い年になるよう行動しましょ

う☆

世界250都市で開催された講

演会で1500万人の心を打ち、

ネルソン・マンデラ氏、ヒラ

リー・クリントン氏と並んで、

アジア・パシフィック・ブラン

ド財団より特別功労賞を受賞し

た著者の、世界初の言葉集。

ミステリ・恋愛小説・コミック

など、あらゆるジャンルから厳

選！癒される、泣ける、ドキド

キする…番組出演者・スタッフ

の忘れられない141冊！！作

家インタビューから取材エピ

ソードも掲載！

駐在所生活の警察官の娘として生

まれた筆者がつづった、あまり描

かれることのなかったもうひとつ

の警察官物語。筆者は岡山県出身

で、関西の学校の教師を経て、就

実高校で教鞭を執り、定年退職し

ました。

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。



民主主義ってなんだ？ 高橋　源一郎

いまこそ民主主義の再生を！ 中野　晃一
君が戦争を欲しないならば 高畑　勲

★ 希望の資本論 池上　彰
戦後日本の経済と社会 石原　享一
会計士は見た！ 前川　修満

★ 日本人の「おもてなし」はなぜ世界一と言われるのか 森谷　尅久
１０代からの情報キャッチボール入門 下村　健一
池上彰さんと学ぶみんなのメディアリテラシー　全3巻 池上　彰

★◎ ワーキングピュア白書 プロジェクト２５実行委員会

最新最強の資格の取り方・選び方全ガイド 成美堂出版編集部

子どもたちが危ない！スマホの現実 あきもと　司
サポートグループ・アプローチ完全マニュアル 八幡　睦実
ライフスキルで進めるキャリア教育 寺本　之人
ライフスキル教育入門 青少年育成支援フォーラム

ピア・サポート力がつくコミュニケーションワークブック 岡田　倫代
ライフスキルを育む「思春期の心と体」授業事例集 ＪＫＹＢライフスキル教育研究会

◎ 日本人学習者に合った効果的英語教授法入門 佐藤　臨太郎
発達障害児へのライフスキルトレーニング 平岩　幹男
日本の都市伝説絵図鑑　1 常光　徹

理系の話大全 話題の達人倶楽部

★ マンガ「代数学」超入門 ラリー・ゴニック

◎ ベクトル解析入門 小林　亮
世の中ががらりと変わって見える物理の本 カルロ・ロヴェッリ

力学 Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｋｉｔｔｅｌ

ダーウィンの『種の起源』 ジャネット・ブラウン

生きものたちのつくる巣１０９ 鈴木　まもる
国立病院機構福岡病院の食物アレルギー教室 柴田　瑠美子

知られざる色覚異常の真実 市川　一夫
★ 学力は「食育」でつくられる。 池上　公介

ごみと日本人 稲村　光郎
すごい家電 西田　宗千佳
おしえて！尾木ママ最新ＳＮＳの心得　全3巻 尾木　直樹

★◎ ひみつのローソンスイーツ開発室 ハトコ
◎ チロルチョコで働いています 伊東　フミ

これが正解！ひとり暮らしスタートブック 主婦の友社
とっておきの日に作ってあげたいキャラケーキ 中村　陽子
「賛否両論」のおせちとごちそう 笠原　将弘
てんきち母ちゃんの朝１０分、あるものだけでほめられ弁当 井上　かなえ

ひと月９０００円の快適食生活 魚柄　仁之助

親の家の片づけ方 大津　たまみ

★ エコに楽しむお掃除ＢＯＯＫ

◎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

5類　　技術・環境問題など

ワーキングピュアとは―地道にマジ

メに、やりがいを求めて仕事をする

２５歳世代の若者たち。だが過労や

ストレスで身体や精神がダメになる

ことも…。そんなワーキングピュア

が未来に希望を持って働き続けるに

は、いったいどうしたらよいのだろ

う？人生の達人が若者に贈る「２５

歳世代へのメッセージ」。

すべての数は分数で表せる？無理数

と有理数の違いは？マイナス×マイ

ナスがプラスになるのはなぜ？方程

式っていったい何？これら「代数

学」の基礎の基礎を理解することが

この本の目標です。簡単そうに見え

て実は奥が深い「数」と「式」の世

界へようこそ！

食生活を改善しないと、いくら

勉強しても学力は向上しない！

偏差値３５以下の生徒を、難関

校合格に導いた著者が指南する、

「学力を上げる食習慣」とは？

「女性にウケるコンビニスイーツを

つくれ！」コンビニ食品＝男性向け

だった時代、超重要ミッションを達

成すべく選ばれたメンバーは、極上

のスイーツをつくるべく立ち上がっ

た！おなじみローソン「ウチカフェ

スイーツ」が生まれる舞台裏を描く

お仕事コミックエッセイ。

千利休が説いた「利休七則」に

和を尊び、他者を思いやる日本

人の“おもてなしの心”のすべ

てがあった！日本人が先祖から

受け継いできた「おもてなし」

の心を、あらためて見つめ直す。

行き詰まりを見せる資本主義。先

の見通しが持てない不安な時代を

どう生きるか。マルクスの『資本

論』を、資本主義を相対化し、過

酷な現代社会を生き延びるための

実践の書として読み解く。ピケ

ティとの対話、「イスラム国」の

分析も。

『エコに楽しむお掃除ＢＯＯＫ』

重曹やクエン酸などのエコ洗剤

を使った掃除方法はもちろん、

家にあるものでできる、環境に

やさしいお掃除を紹介。

気分が上がる掃除コーナーや、

可愛い掃除道具の作り方も掲載。



★ 岩合光昭の世界ネコ歩き 岩合　光昭
イケアとスウェーデン サーラ・クリストッフェション

　 家庭でマスター！中学生のスマホ免許 遠藤　美季

★ 藤城清治の旅する影絵　日本 藤城　清治
★ 雪の女王 ハンス・クリスチャン・アンデルセン

◎ 総員玉砕せよ！ 水木　しげる

泣き虫チエ子さん　４ 益田　ミリ
◎ クラシックの作曲家たち 萩谷　由喜子

◎ ジャンプ・アタック ティム・Ｓ．グローバー

★ 悩ましい国語辞典 神永　暁
英語語義語源辞典 小島　義郎

◎ 英語で聴く世界を変えた感動の名スピーチ 平野　次郎

このライトノベルがすごい！　２０１６ 『このライトノベルがすごい！』編集部

◎ 一握の砂・悲しき玩具 石川　啄木
マンガでおぼえる百人一首 斎藤　孝

◎ 山頭火句集 種田　山頭火

◎ 尾崎放哉全句集 尾崎　放哉
◎ 三国志　全１２巻 宮城谷　昌光

ＯＰＥＲＡ ＯＫＡＭＯＴＯ’Ｓ

人魚の眠る家 東野　圭吾
ウォーク・イン・クローゼット 綿矢　りさ

★ 世にも奇妙な君物語 朝井　リョウ
ユートピア 湊　かなえ
このミステリーがすごい！三つの迷宮 喜多　喜久

◎ 京都寺町三条のホームズ 望月　麻衣
ロマンシエ 原田　マハ

◎ 三国志読本 宮城谷　昌光

空にみずうみ 佐伯　一麦
木幡狐 藤野　可織

★ うらしま 日和　聡子
◎ 泣き虫弱虫諸葛孔明　第１部～第３部 酒見　賢一
◎ 先生と迷い猫 小林　弘利
ストライク・ザ・ブラッド　１４ 三雲　岳斗

◎ 鍵屋甘味処改 梨沙
◎ ヴィヴィアンの読書会 七尾　与史
◎ スープ屋しずくの謎解き朝ごはん 友井　羊
★ 天国の一歩前 土橋　章宏
太宰治の辞書 北村　薫
ＧＯＳＩＣＫ　ＰＩＮＫ 桜庭　一樹
プロローグ 円城　塔
図書館の魔女　上下巻 高田　大介
オケ老人！ 荒木　源

◎ 曹操　上下巻 陳　舜臣
透き通った風が吹いて あさの　あつこ

9類　　文学論・小説

7類　　芸術・スポーツ・音楽など

8類　　日本語・英語・その他言語

6類　　農業・畜産・商業など

光と影が織りなす、繊細で美し

い日本の情景――いまこそ見つ

めたい日本の美しい姿を、藤城

清治が影絵で表現。日本を元気

にする画集。藤城清治が日本各

地を旅した中で作成した作品１

５０点以上を収録。

アンデルセンの不朽の名作『雪

の女王』が、小宮由氏による新

訳で登場！マリメッコデザイ

ナー、サンナ・アンヌッカのイ

ラストで、大人も楽しめる上質

な物語絵本として生まれ変わっ

た。

ネコも夢中になる人気番組「岩合

光昭の世界ネコ歩き」で撮影され

た作品２０９点を完全収録。ネコ

の目線で、世界の街を歩きます！

ヨーロッパからアジアまで、世界

１５地域を掲載。

「悩ましい」ということばについ

て「官能が刺激されて心が乱れ

る」という意味しか載せていない

国語辞典がほとんどだったが、最

近は「ＡかＢかの選択は悩ましい

問題だ」（苦悩）という使い方を

する人が増えている。これは誤用

か？実は歴史的には苦悩の吾唱の

古い用例があり、こちらが原義…。

ことばは本当に悩ましい！

２５周年を迎えたテレビドラマ、

「世にも奇妙な物語」の大ファン

である、直木賞作家・朝井リョウ。

映像化を夢見て、「世にも奇妙な

物語」のために勝手に原作を書き

下ろした短編、５編を収録。

海に出たまま帰らない兄の行方を

追って、不思議な甕のなかへと迷

い込んだ「わたし」。謎の女に導

かれ、たどり着いた竜宮城で待っ

ていたのは―？人気作家の自由な

想像力で、あの「おとぎ話」が新

しい文学になった！

若村未来、２１歳。

こんなに若くて介護をするなんて

アリですか？

女優志望の元ギャルに、突然降り

かかったのは祖母の介護！？笑い

と感動で描く注目作。



ＢＡＢＥＬ 日野　草 ラオスにいったい何があるというんですか？ 村上　春樹
◎ マボロシの鳥 太田　光 私の脳で起こったこと 樋口　直美
仮面病棟 知念　実希人 バカヤンキーでも死ぬ気でやれば世界の名門大学で戦える。 鈴木　琢也
勇者たちへの伝言 増山　実 ★ 見えない壁だって、越えられる。 小林　幸一郎
もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『イノベーションと企業家精神』を読んだら 岩崎　夏海 ◎ 鈴虫炒飯 又吉　直樹
ヒア・カムズ・ザ・サン 小路　幸也 ◎ 新・四字熟語 又吉　直樹
この世にたやすい仕事はない 津村　記久子 三島由紀夫の言葉　人間の性 三島　由紀夫

★ タスキメシ 額賀　澪 ぼくたちに翼があったころ タミ・シェム＝トヴ

新カラマーゾフの兄弟　上下巻 亀山　郁夫 月にハミング マイケル・モーパーゴ

エヴェレスト 夢枕　獏 チーズはどこへ消えた？ スペンサー・ジョンソン

掟上今日子の退職願 西尾　維新 ★ 眺めのいい部屋売ります ジル・シメント

怪盗探偵山猫　1 神永　学 オリンポスの神々と７人の英雄　5 リック・リオーダン

クリーピー 前川　裕 夜の白昼夢（絵本） ジョン・サウスワース

本をめぐる物語 神永　学 おやすみ、ロジャー（絵本） カール＝ヨハン・エリーン

決戦！三国志 木下　昌輝 はなちゃんのみそ汁（絵本） 安武　信吾
★ たんぽぽ団地 重松　清 ダース・ヴェイダーと仲間たち（絵本） ジェフリー・ブラウン

真実の１０メートル手前 米沢　穂信 もうぬげない（絵本） ヨシタケ　シンスケ

私は存在が空気 中田　永一 ★ ぴっぽのたび（絵本） 刀根　里衣
第五番 久坂部　羊
円尾坂の仕立屋 悪ノＰ
せかいいちのねこ ヒグチ　ユウコ

◎ ちょっと毒のあるほうが、人生うまくいく！ 清水　義範
となりの芝生 伊集院　静
世界をこの目で 黒木　亮
時をかけるゆとり 朝井　リョウ
これだけで、幸せ 小川　糸

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☆

お仕事コミックエッセイ。

元子役の映画監督・小松亘氏は週刊

誌のインタビューで、かつて主人公

として出演したドラマのロケ地だっ

た団地の取り壊しと、団地に最後の

一花を咲かせるため「たんぽぽプロ

ジェクト」が立ち上がったことを知

る。その代表者は初恋の相手、成瀬

由美子だった…。少年ドラマ、ガリ

版、片思い――あの頃を信じる思い

が、奇跡を起こす。

２０１５年の

年間ベストセラー

誰よりも何よりも駅伝が大好き

な著者が心を込めて紡いだ青春

小説。息詰まる駅伝シーン。ス

ポーツ小説の枠だけにとどまら

ない人間ドラマ。料理を通して

感じる人の温もり。そして…。

青春小説の傑作誕生。

高校図書委員さん

１２月の展示

『クリスマスの絵本

特集』

である、直木賞作家・朝井リョウ。

視覚障害のクライミング世界

チャンピオンが呟く。くじけそ

うになる心と闘いながらも毎日

を生きることと、明日への希望

を失わない。チカラとユーモア

にみちた言葉の数々。

結婚生活５５年のアレックスとルー

ス、１２歳の愛犬ドロシー。長年住

み慣れたアパートメント５階の部屋

を売り払い、エレベーター付きの物

件購入を計画したふたりを思わぬト

ラブルが直撃――果たして部屋は売

れるのか？映画化作品。

今月の展示

『ぴっぽのたび』 刀根 里衣

“国際イラストレーション賞”

受賞作品の絵本化。世界が評価

した絵本界の新星が、四季のう

つろいと主人公の心の軌跡を鮮

やか、かつ細やかな筆致で描く。

百人一首大会に向

けて、百人一首を

覚えよう！！

中学図書委員さん

館外展示

『あたたかい物語』


