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12月に入りました。朝の読書も始まっています。朝読はみなさ

んが進んで読書するきっかけづくりになればいいと思っています。

図書館では冬休み前貸出もしていますので、足を運んでみて下さい。 ＊話題の本です。

「科学のミカタ」元村有希子

毎日新聞出版

AI.、ゲノム、etc今の世の中の様々

な科学的な出来事をどんなふうにと

らえ、つきあっていけばよいの

か・・・著者なりの距離の取り方を

わかりやすく教えてくれます。

「ひゃっか！全国高校生 花いけ

バトル」今村翔吾 文響社

女子高生・大塚春乃と謎の転校生で

大衆演劇役者・山城貴音がペアを組

んで”花の甲子園”に挑む。

・「栞子さんの本棚２ ビブリ

ア古書堂セレクトブック」角川

文庫

・「マチネの終わりに」

平野啓一郎 毎日新聞出版

・「RDG レッドデータガール 氷の靴 ガラスの靴」

荻原規子 角川書店

・「掟上今日子の乗車券」 西尾維新 講談社

＊シリーズの本が入りました。

＊休みの日にでも作ってみませんか？

「超・多国籍学校は今日もにぎや

か！」 菊池聡 岩波ジュニア新書

多文化共生という言葉を聞く機会が、

増えています。日本も様々な文化や価

値観を持った様々な人々と暮す時代。

一歩先いく学校を紹介しています。

・「れもん、よむもん！」

はるな檸檬 新潮文庫

＊貸出冊数： 何冊でも借りられます。

＊返却予定日： 1月7日（月）

始業式の日です。

冬休み中図書館は閉館します。

・「＃名画で学ぶ主婦業」

田中久美子 宝島社

・「おうちで作れる世界のレシピ」本

山尚義 ライツ社

・「ココからはじめるクロスバイク」

スタジオタッククリエイティブ

・「使い切るための４つのアイデア

と５０のレシピ」誠文堂新光社

・「娘に伝えたいおせち料理と季節のご

ちそう」本田明子 講談社

・「大相撲語辞典」福家聡子

誠文堂新光社

・「運動脳をグングン鍛えるチバトレ」

千葉啓史 晶文社

「にゃんこ天国 猫のエッセイア

ンソロジー」角田光代 佐野洋子

村上春樹 他 河出書房新社
33人の作者による猫にまつわるエッセ

イアンソロジー。それぞれの作者の描き

方の違いも気軽に味わえる一冊です。

＊本にまつわる本。。。＊まずは読んで準備！！



新しく入った本の中から
書　　名 ・ 巻　　次 著    者 出 版 者 請求記号 書　　名 ・ 巻　　次 著    者 出 版 者 請求記号

人工知能時代を〈善く生きる〉技術 堀内／進之介∥著 集英社 007-H ほぼ命がけサメ図鑑 沼口／麻子∥〔著〕 講談社 487-N

教養としてのプログラミング的思考　今こそ必
要な「問題を論理的に解く」技術

草野／俊彦∥著
ＳＢクリエイ

ティブ 007-K
一番わかりやすいあみぐるみの教科書　かわいく
て運がよくなるモチーフがいっぱい

いちかわ／みゆき∥

著
講談社 594-I

マンガでわかる！人工知能　ＡＩは人間に何を
もたらすのか

松尾／豊∥監修　かん

／ようこ∥作画
ＳＢクリエイ

ティブ 007-M
ペットボトルキャップで作るかわいいこもの　身
近な材料で手作りを楽しもう！！

ブティック

社
594-P

素材を活かした手製本の教室　革装・布装・和
装の作り方から本の直し方まで　全１６作品

スタジオタック

クリエイティブ 022-S 娘に伝えたいおせち料理と季節のごちそう 本田／明子∥著 講談社 596-H

目標は小さければ小さいほどいい　たやすい日
課を定着させるだけで人生に奇跡が起こる！

児玉／光雄∥著
河出書房新

社
159-K

サルベージ・パーティから生まれた「使い切る」ため

の４つのアイデアと５０のレシピ　余った食材、おい

しく変身。

キムラ／カズヒロ∥著

フードサルベージ∥監修

誠文堂新光

社
596-K

逃げ出す勇気　自分で自分を傷つけてしまう前
に

ゆうき／ゆう∥〔著〕
ＫＡＤＯＫＡＷ

Ａ 159-Y やわらかいごちそう　シニアもうれしい 川上／文代∥著 辰巳出版 596-K

創作者のためのファンタジー世界事典　ゲームクリ

エイターが知っておきたい神話・幻獣・魔術・異世

界のすべて

幻想世界探究倶楽部

編
学研プラス 164-幻 犬房女子　犬猫殺処分施設で働くということ 藤崎／童士∥著 大月書店 645-F

禅とジブリ 鈴木／敏夫∥著 淡交社 188-S 桐
八重樫／良暉∥ほか著　猪

ノ原／武史∥ほか著
農山漁村文化協会 653-Y

地の果てのありえない物語　地球最後の秘境４
５のエピソード

クリス・フィッチ∥著　小野

／智子∥訳

日経ナショナル

ジオグラフィッ

ク社
290-F 漆　１　漆掻きと漆工　ウルシ利用

室瀬／和美∥監修　田端／

雅進∥監修　阿部／芳郎∥

ほか著　宮腰／哲雄∥ほか

農山漁村文化協会 658-M-1

少数異見　「考える力」を磨く社会科ゼミナー
ル

水谷／修∥著 日本評論社 304-M ディズニー夢をかなえる神様が教えてくれたこと 鎌田／洋∥著
ＳＢクリエ

イティブ
689-k

１分で話せ　世界のトップが絶賛した大事なこ
とだけシンプルに伝える技術

伊藤／羊一∥著
ＳＢクリエ

イティブ
336-I

しかけ絵本　飛び出す、ときめく、遊ぶ、楽
しむ

平凡社 726-S

女子のための「手に職」図鑑　一生困らない 華井／由利奈∥著 光文社 366-H 野球ノートに書いた甲子園　〔１〕
高校野球ドットコム編集部

∥著
ベストセラーズ 783-K-1

もっとやりたい仕事がある！ 池上／彰∥著・監修 小学館 366-I 相手の心をぎゅっとつかむ語彙力 菅原／圭∥著
河出書房新

社
810-S

中学生・高校生の仕事ガイド　２０１９－２０
２０年版

進路情報研究会∥編 桐書房
366-S-

2019

〈図解〉まるわかり時事用語　２０１８→２０１９年版

世界と日本の最新ニュースが一目でわかる！　絶対押

えておきたい、最重要時事を完全図解！

ニュース・リテラ

シー研究所∥編著
新星出版社

814-N-

2018

子どもの貧困と食格差　お腹いっぱい食べさせ
たい

阿部／彩∥編著　村山／伸子

∥編著　可知／悠子∥編著

鳫／咲子∥編著
大月書店 369-A 筒井康隆　総特集　日本文学の大スタア

河出書房新

社
910-T

調査報告学校の部活動と働き方改革　教師の意
識と実態から考える

内田／良∥著　上地／香杜∥

著　加藤／一晃∥著　野村／

駿∥著　太田／知彩∥著
岩波書店 374-U

胃弱・癇癪・夏目漱石　持病で読み解く文士の生
涯

山崎／光夫∥著 講談社 910-Y

イラストで学ぶスタディスキル図鑑　自ら学習
する力をつける

キャロル・ヴォーダマン∥ほ

か著　山崎／正浩∥訳
創元社 375-V 米澤穂信と古典部　The Memories of Classic Club 米澤穂信 著 KADOKAWA 910-Y

大学の学科図鑑
石渡／嶺司∥著　こきり／み

き∥イラスト　むらいっち∥

イラスト

ＳＢクリエイ

ティブ 376-I ５分後に笑えるどんでん返し エブリスタ∥編
河出書房新

社
913-E

工学部　中高生のための学部選びガイド 漆原／次郎∥著 ぺりかん社 376-U
ロクでなし魔術講師と禁忌教典（アカシック
レコード）　１３

羊／太郎∥著
ＫＡＤＯＫ

ＡＷＡ
913-H-13

地理女子が教えるご当地グルメの地理学
尾形／希莉子∥著　長

谷川／直子∥著
ベレ出版 383-O

RDGレッドデータガール　氷の靴 ガラスの
靴

荻原規子 著 KADOKAWA 913-O

とんでもない死に方の科学　もし●●したら、あ
なたはこう死ぬ

コーディー・キャシディー∥

著　ポール・ドハティー∥著

梶山／あゆみ∥訳

河出書房新

社
404-C

じわじわ気になるほぼ１００字の小説　その
先には何が！？

北野／勇作∥著
キノブック

ス
913-K

「電波と光」のことが一冊でまるごとわかる 井上／伸雄∥著 ベレ出版 427-I みえるとかみえないとか
ヨシタケ／シンスケ∥さく

伊藤／亜紗∥そうだん
アリス館 913-Y
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