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　 図書委員会 

いろんなジャンルの本をそろえました！どうぞご利用ください。

　

新着図書一覧

書  名 著者表示 出版者
1 はじめてのニュース・リテラシー 白戸／圭一∥著 筑摩書房

2
君なら、越えられる。涙が止まらない、こんなどう
しようもない夜も

ｙｕｚｕｋａ∥著 大和書房

3 地理マニアが教える旅とまち歩きの楽しみ方 作田／龍昭∥著 ベレ出版
4 日本のSDGs　それってほんとにサステナブル? 高橋／真樹∥著 大月書店

5
問う方法・考える方法　「探究型の学習」のため
に

河野／哲也∥著 筑摩書房

6
「科学的」は武器になる　世界を生き抜くための
思考法

早野／龍五∥著 新潮社

7 解き続けたくなる数学　日常は数であふれている 横山／明日希∥著 日東書院本社

8
四角形の七不思議　いちばん身近な図形の深遠
な世界

細矢／治夫∥著 講談社

9
絶滅魚クニマスの発見　私たちは「この種」から
何を学ぶか

中坊／徹次∥著 新潮社

10 建築家になりたい君へ 隈／研吾∥著 河出書房新社

11
よみがえる白鳳の美　国宝薬師寺東塔解体大修
理全記録

加藤／朝胤∥著 朝日新聞出版

12 父ちゃんの料理教室 辻／仁成∥著 大和書房
13 おいしくたっぷり野菜を食べる12の方法 石原／洋子∥著 学研プラス
14 NHK 8Kルーブル美術館　美の殿堂の500年 小池／寿子∥編著 NHK出版
15 鳥獣戯画　決定版 増記／隆介∥監修 平凡社
16 スポーツする人の栄養・食事学 樋口／満∥著 集英社

17 オリンピックデザイン全史 1、２巻
マルクス・オスターヴァル

ダー∥著
河出書房新社

18 心が豊かになる日本の美しい言葉の由来 高橋／こうじ∥著 実業之日本社
19 新謎解きはディナーのあとで 東川／篤哉∥著 小学館
20 和菓子迷宮をぐるぐると 太田／忠司∥著 ポプラ社
21 作家と猫 平凡社編集部∥編 平凡社
22 おばあちゃん、青い自転車で世界に出逢う ガブリ・ローデナス∥著 小学館

表示書名 著者表示 出版者

1 狙われる18歳!? 消費者被害から身を守る18のQ&A
日本弁護士連合会消費者
問題対策委員会∥著 岩波書店

2 鎌田の理論化学の講義 大学受験Do Series 鎌田／真彰∥著 旺文社

3
筋肉 効果的な筋トレからストレッチまで!健康と美容に役
立つ,筋肉の知識!! ニュートンプレス

4
哲学 ガリレオもニュートンも哲学者!科学は、哲学ととも
に発展した!! ニュートンプレス

5
数学パズル 魔方陣から論理パズルまで!発想力が身に
つく46問に挑戦!! ニュートンプレス

6 みんな自分らしくいるためのはじめてのLGBT 遠藤／まめた∥著 筑摩書房
7 スマホ脳 新潮新書 アンデシュ・ハンセン∥著 新潮社

8
ユーチューバーが消滅する未来 2028年の世界を見抜
く 岡田／斗司夫∥著 PHP研究所

9 それをお金で買いますか 市場主義の限界 マイケル・サンデル∥著 早川書房
10 好循環のまちづくり! 枝廣／淳子∥著 岩波書店
11 無理ゲー社会 小学館新書 橘／玲∥著 小学館
12 金子と裕而 歌に生き愛に生き 五十嵐／佳子∥著 朝日新聞出版

13
泣いたあとは、新しい靴をはこう。 10代のどうでもよくな
い悩みに作家が言葉で向き合ってみた 日本ペンクラブ∥編 ポプラ社

14 ミカンの味 チョ／ナムジュ∥著 朝日新聞出版
15 死にたがりの君に贈る物語 綾崎／隼∥著 ポプラ社
16 名画のドレス 拡大でみる60の服飾小事典 内村／理奈∥著 平凡社

1月受入れ分

12月受入れ分



①おすすめの書名（出版社名）　／　著作者名　／　おすすめの理由
②普段どんな本をどれくらい読みますか？
③桂桜生にメッセージをお願いします。

P さん（１年生）
① 「あやかし湯屋の嫁御寮」（集英社）

高山　ちあき　著
この本は、１人の女の子がたくさんの妖怪と出会い、縁について深く考え
させられる本です。ファンタジーの世界なので、本が苦手な人でも読みや
すくておすすめです。

② 一ヶ月に１冊くらい
③ みなさんも自分の興味ある本を読んでみてください。

Q さん（１年生）
① 「ハリー・ポッターと賢者の石」（静山社）

J.K.ローリング　著
ハリー・ポッターは、知らない人がいないほど有名なので、普段本をあま
り読まない人や本を読むのが苦手な人も内容を理解するのが簡単で読みや
すいです。

② 普段は恋愛系や映画化されている本などを月に３〜４冊ほど読みます。
③ 普段本に触れる機会が多い人も少ない人も、少しでも暇な時には是非本を

手にとって見て下さい。

図書館にあります！

表示書名 著者表示 出版者

1 狙われる18歳!? 消費者被害から身を守る18のQ&A
日本弁護士連合会消費者
問題対策委員会∥著 岩波書店

2 鎌田の理論化学の講義 大学受験Do Series 鎌田／真彰∥著 旺文社

3
筋肉 効果的な筋トレからストレッチまで!健康と美容に役
立つ,筋肉の知識!! ニュートンプレス

4
哲学 ガリレオもニュートンも哲学者!科学は、哲学ととも
に発展した!! ニュートンプレス

5
数学パズル 魔方陣から論理パズルまで!発想力が身に
つく46問に挑戦!! ニュートンプレス

6 みんな自分らしくいるためのはじめてのLGBT 遠藤／まめた∥著 筑摩書房
7 スマホ脳 新潮新書 アンデシュ・ハンセン∥著 新潮社

8
ユーチューバーが消滅する未来 2028年の世界を見抜
く 岡田／斗司夫∥著 PHP研究所

9 それをお金で買いますか 市場主義の限界 マイケル・サンデル∥著 早川書房
10 好循環のまちづくり! 枝廣／淳子∥著 岩波書店
11 無理ゲー社会 小学館新書 橘／玲∥著 小学館
12 金子と裕而 歌に生き愛に生き 五十嵐／佳子∥著 朝日新聞出版

13
泣いたあとは、新しい靴をはこう。 10代のどうでもよくな
い悩みに作家が言葉で向き合ってみた 日本ペンクラブ∥編 ポプラ社

14 ミカンの味 チョ／ナムジュ∥著 朝日新聞出版
15 死にたがりの君に贈る物語 綾崎／隼∥著 ポプラ社
16 名画のドレス 拡大でみる60の服飾小事典 内村／理奈∥著 平凡社

17 夜に駆ける YOASOBI小説集 星野／舞夜∥著 双葉社
18 産声が消えていく 長編医療サスペンス 太田／靖之∥著 祥伝社
19 はじめましてを、もう一度。 喜多／喜久∥〔著〕 幻冬舎
20 悪魔のいる天国 星／新一∥著 新潮社
21 混物語 西尾／維新∥著 講談社
22 宵物語 西尾／維新∥著 講談社
23 忍物語 西尾／維新∥著 講談社
24 ZOOLOGY 図鑑動物の世界 スミソニアン協会∥監修 東京書籍
25 OCEAN LIFE 図鑑海の生物 スミソニアン協会∥監修 東京書籍
26 FLORA図鑑植物の世界 スミソニアン協会∥監修 東京書籍
27 100万回死んだねこ 覚え違いタイトル集 福井県立図書館∥編著 講談社
28 解きたくなる数学 佐藤／雅彦∥著 岩波書店
29 源氏物語読本 秋山／虔∥〔ほか〕編 筑摩書房
30 美の国秋田とイザベラ・バード 伊藤信隆 くまがい書房
31 宮沢賢治 宮沢清六 宮沢賢治記念会

32 近藤誠一全集 1 近藤／誠一∥著
写真文化首都「写真
の町」東川町

寄贈本

春休み中の開館等
について

*春休み中は、平日のみ開館し

ます。（時間は後で連絡します）

*本の整理や蔵書点検をします

ので、本の貸出はいたしません。

よろしくお願いします。

図書館からお願い

☆本の返却をお願いします。
本の未返却が大変多いです。 
返却期限を過ぎた本を持っている人は、
　　　　　　いったん返却をお願いします。
次に借りたいと思っている人もいるかもしれません。
　　　　　　速やかに返却してください！
図書館カウンター上に「返却ボックス」がありますので、
　　　　　　　そこに入れてもかまいません。


