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「その情報、本当ですか？」

塚田祐之 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書

日々、あふれる情報の中から誤った情

報に惑わされずに「事実」を読み取る

にはどうすればよいか・・難題に取り

組んだ一冊。

９月に入りました。文化祭が終わって、暑かった夏も終わりですね。少し涼し

くなって秋らしくなりました。澄んだ空気の中、ほっと一息つきに図書館へどう

ぞ。新しい本がたくさん入ってきています。

「そして、バトンは渡された」

瀬尾まいこ 文藝春秋
血の繋がらない親の間をリレーされ、

4回も名字が変わった十七歳の主人公

優子。でも、とても愛されていた。家

族って何なのか考えさせられる。

「いつかすべてが君の力になる」

梶裕貴 河出書房新社

人気声優が伝える。”夢”を仕事

にする方法。

「アイデアの科学」
ポーポー・ポロダクション SBクリ

エイティブ

ひらめきやアイデアを表現したり、伝

えたりすることは難しい。しかし、こ

の本は、わかりやすく論理的に解説し

てくれる。

返却予定日の過ぎた本を持っている人

は、至急、本を返却に来て下さい。図

書館が閉まっている場合は、返却ポス

トに返して下さい。

話題の本

ヨシタケシンスケの新作絵本
ほっとします。

進路関係の本

古生物学の本、2冊。

「ペコロスの母に会いに行く」 「ペコロスの母の玉手箱」

岡野雄一 西日本新聞社

認知症の母と暮す作者の切ない日常が、どこかユーモラスで温かく

描かれています。

今年度の共同鑑賞の原作本です。

文化祭に図書館で小物作りをし

ました。参加してくれた皆さん、

ありがとう。

「英単語の語源図鑑」

鈴木建二・すずきひろし

かんき出版

「下町ロケット ゴースト」

池井戸潤 小学館

「AO推薦入試志望理由書&面接

自分だけの物語で逆転合格する」

竹内麦村 学研プラス

「短大・推薦入試から難関校受験ま

で 小論文これだけ！経済深堀

り編」 樋口裕一・大原理志・

山口雅俊 東洋経済新報社

「りゆうがあります」

PHP研究社

「なつみはなんにでもなれる」

PHP研究社

「リアルサイズ古生物図鑑」

土屋健 技術評論社

「世界を変えた１００の化石」

ポール・D テイラー

エクスナレッジ
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はじめての人工知能　Ｅｘｃｅｌで体験しな

がら学ぶＡＩ

浅井／登∥著 翔泳社

007-A
臓単 原島／広至∥文・イラスト　河合

／良訓∥監修

エヌ・ティー・エ

ス 491-H

エクセルだけで手軽に楽しむプログラミング

超入門　Ｅｘｃｅｌ　ＶＢＡで役立つプログ

ラムを作りながら身につけるプログラミング

の基本

金宏／和実∥著 日経ＢＰ社

007-K

ためしてわかる身のまわりのテクノロジー　ＡＩ時

代を生きぬく問題解決のチカラが育つ

ニック・アーノルド∥著　ガリレ

オ工房∥監修　〔江原／健∥訳〕

誠文堂新光社

504-A

人工知能のための哲学塾　東洋哲学篇 三宅／陽一郎∥著 ビー・エヌ・エヌ

新社 007-M
電子工作パーフェクトガイド　工作テクニックと電

子部品・回路・マイコンボードの知識が身につく

伊藤／尚未∥著 誠文堂新光社

549-I

司書のお仕事　お探しの本は何ですか？ 大橋/崇行/著 勉誠出版

013-O
似合う服がわかれば人生が変わる　ニューヨークの

人気スタイリストが教える

ジョージ・ブレシア∥著　桜田／

直美∥〔訳〕

ディスカヴァー・

トゥエンティワン 589-B

学校図書館はカラフルな学びの場 松田／ユリ子∥著 ぺりかん社

017-M
フェルト花の作り方ＢＯＯＫ　小さな雑貨とアクセ

サリー　シートフェルトでハンドメイド

日本ヴォーグ社

594-F

天皇陛下の味方です　国体としての天皇リベ

ラリズム

鈴木／邦男∥著 バジリコ

155-S
たけだかおる洋菓子研究室のマニアックレッスン たけだ／かおる∥著 河出書房新社

596-T

頭に来てもアホとは戦うな！　人間関係を思い通りにし、最高

のパフォーマンスを実現する方法
田村／耕太郎∥著 朝日新聞出版

159-T
ベルサイユのばら　全5巻 池田／理代子∥著 集英社

726-I

アインシュタインとコーヒータイム カルロス・Ｉ．カル∥著

大森／充香∥訳

三元社
289-C

９９％の人が速くなる走り方 平岩／時雄∥著 筑摩書房
782-H

英語で話せる日本図鑑　楽しく英語が学べる 永岡書店編集部
∥編著

永岡書店

291-N
はじめて出会う古典作品集　全６巻 河添／房江∥監修　高木／まさき

∥監修　青山／由紀∥編集　甲斐

／利恵子∥編集　邑上／裕子∥編

集

光村教育図書

810-K

広告が憲法を殺す日　国民投票とプロパガン

ダＣＭ

本間／竜∥著　南部／義典

∥著

集英社

323-H
アメリカの小学校ではこうやって英語を教えている

ＰＨＯＮＥＭＩＣ　ＡＷＡＲＥＮＥＳＳ

リーパー・すみ子∥著 径書房

830-L

入社１年目からの数字の使い方 深沢／真太郎∥著 日本実業出版社

336-F
Ｉ　Ｌｏｖｅ　Ｙｏｕの訳し方 望月／竜馬∥著　ジュリエット・

スミス∥絵

雷鳥社

902-M

はなそうよ！恋とエッチ　みつけよう！から

だときもち

すぎむら／なおみ∥著　え

すけん∥著

生活書院

367-S
異世界語入門　転生したけど日本語が通じなかった Ｆａｆｓ　Ｆ．Ｓａｓｈｉｍｉ∥

著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913-F

看る力　アガワ流介護入門 阿川／佐和子∥著

大塚／宣夫∥著

文芸春秋

369-A
素敵な日本人　東野圭吾短編集 東野／圭吾∥著 光文社

913-H

３・１１からの夢　Ｆｒｏｍ　２０１１．

３．１１－２０１６．３．１１

いろは出版∥編 いろは出版

369-I
魔力の胎動 東野／圭吾∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913-H

近代滋賀の教育人物史 滋賀県教育史研究

会∥編

サンライズ出版

372-S
ロクでなし魔術講師と禁忌教典（アカシックレコー

ド）　１２

羊／太郎∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913-H

最強部活の作り方　名門２６校探訪 日比野／恭三∥著 文芸春秋
375-H

いっさいはん ｍｉｎｃｈｉ∥さく・

え

岩崎書店
913-M

マサイのルカがスマホで井戸を掘る話 ルカ・サンテ∥著

ＧＯ羽鳥∥著

学研プラス

382-S
ＫＯＫＯＲＯ　英訳『こゝろ』 夏目／漱石∥著　近藤

／いね子∥訳

国書刊行会

913-N

魅了する科学実験　１．２ 早稲田大学本庄高等学院実

験開発班∥著

すばる舎リンケー

ジ 407-W
くるい咲き　越前狂乱 大塚／卓嗣∥著 光文社

913-O

北欧式眠くならない数学の本 クリスティン・ダール∥著

スヴェン・ノードクヴィス

ト∥絵　枇谷／玲子∥訳

三省堂

410-D
ひぐらしのなく頃に解　全4巻 竜騎士０７∥著　とも

ひ∥〔画〕

星海社

913-R

世界を変えた１００の化石 ポール・Ｄ．テイラー∥著

アーロン・オデア∥著　真

鍋／真∥監修　的場／知之

∥訳

エクスナレッジ

457-T
奪うは我なり　朝倉義景 吉川／永青∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913-Y

からだのトリビア教えます　こんなにも面白

い医学の世界

中尾／篤典∥著 羊土社

490-N
やさしいライオン やなせ／たかし∥作・

絵

フレーベル館

913-Y


	図書館だより　９月号201８ 2.pdf
	バインダー1.pdf
	図書館だより　９月号201８




