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新しく入った本の中から

読書週間は終了しましたが、図書館は毎日が読書週間のつもりで”湖

北地区１０校の高校生おすすめ本2019”の展示を継続しています。秋

の夜長、読書も楽しんで下さい。

「ヘンテコノミクス」

佐藤雅彦 菅俊一

マガジンハウス
報酬が動機を阻害する「アンダーマイニング効果」、

枠組みを変えると価値が変わる「フレーミング効

果」など、人間の経済行動の真実とその理論を、ま

んがでわかりやすく解説する。

「薬屋のひとりごと」日向夏

ヒーロー文庫
中世のとある東洋の大国。花街で薬師を

していた少女・猫猫は、ひょんなことか

ら後宮で下女として働くことに。だがや

がて、皇帝の寵妃の「毒見役」に抜擢さ

れ…。痛快ミステリー。

「任侠学園」

今野敏 中公文庫
任俠と人情を重んじる正統派ヤクザの阿岐本組が、経

営難の私立高校の再建を引き受けることになった。平

気で煙草を吸う生徒や、無気力な教師たち…。ヤクザ

をあぜんとさせるほど荒廃した学園を立て直すことが

できるのか?

「祝祭と予感」恩田 陸

幻冬舎
「蜜蜂と遠雷」のスピンオフ短編小説集。ピアノコン

クールの審査員ナサニエルと三枝子の若き日の衝撃的

な出会いとその後を描いた「獅子と芍薬」など、全6

編を収録する。

「サピエンス全史 上・下」 ユヴァル・ノア・ハラリ

河出書房新社

アフリカでほそぼそと暮らしていたホモ・サピエンスが、食物連鎖の頂点に立ち、文明

を築いたのはなぜか。その答えを解く鍵は「虚構」にある-。なぜ文明は爆発的な進歩を

遂げ、ヨーロッパは世界の覇権を握ったのか? その答えは「帝国、科学、資本」の

フィードバック・ループにあった-。人類史全体をたどることで、我々はどのような存在

なのかを明らかにする。

次回期末テスト終了後の朝読書は、

クラス文庫の設置はしませんので、

本は、各自で準備して下さい。図書

館でもおすすめの本コーナーなどを

作って利用をお待ちしています。

「FACT FULNESS」

ハンス・ロスリング他 日経BP社
賢い人ほどとらわれる10の思い込みから解放されれば、癒

され、世界を正しく見るスキルが身につく。データや事実

にもとづき、世界を正しく読み解く習慣「ファクトフルネ

ス」を紹介する。見返しに「世界保健チャート」等あり。

「視能訓練士になるには 」 橋口/佐紀子 著 ぺりかん社

「救急救命士になるには 」 益田/美樹 著 ぺりかん社

「診療放射線技師になるには」 笹田/久美子 著 ぺりかん社

「消防官になるには 」 益田/美樹 著 ぺりかん社

「臨床工学技士になるには」 岩間/靖典 著 ぺりかん社

「診療放射線技師になるには」 笹田/久美子 著 ぺりかん社

「栄養学部 中高生のための学部選びガイド」 佐藤/成美 著 ぺりかん社

「外国語学部 中高生のための学部選びガイド」 元木/裕 著 ぺりかん社

「医薬品業界で働く」 池田/亜希子 著 ぺりかん社

本の返却も忘れずに！！



新着図書の中から

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

FACTFULNESS　10の思い込みを乗
り越え、データを基に世界を正しく
見る習慣

ハンス・ロスリング‖著　オーラ・ロス

リング‖著　アンナ・ロスリング・ロン

ランド‖著　上杉/周作‖訳　関/美和‖訳

日経BP社 002-R 歴史を変えた50人の女性アスリート
たち

レイチェル・イグノトフス

キー‖著　野中/モモ‖訳
創元社 780-I

これからの世界をつくる仲間たちへ 落合/陽一‖著 小学館 007-O 逆境を笑え　野球小僧の壁に立ち向
かう方法

川崎/宗則‖著 文藝春秋 783-K

バカとつき合うな 堀江/貴文‖著　西野/亮廣‖著 徳間書店 159-H 学校へ行けなかった私が「あの花」
「ここさけ」を書くまで

岡田/麿里‖著 文藝春秋 912-O

「空気」を読んでも従わない　生き
苦しさからラクになる

鴻上/尚史‖著 岩波書店 159-K 奇跡の人 原田/マハ‖著 双葉社 913-H

極上の孤独 下重/暁子‖著 幻冬舎 159-S 薬屋のひとりごと　[1] 日向/夏‖[著] 主婦の友社 913-H-1

サピエンス全史　上・下　文明の構造と
人類の幸福

ユヴァル・ノア・ハラリ‖著　柴田/裕

之‖訳
河出書房新
社

209-H 七つの会議 池井戸/潤‖著 集英社 913-I

知らないと恥をかく世界の大問題
10　転機を迎える世界と日本

池上/彰‖[著] KADOKAW

A

304-10 任俠学園 今野/敏‖著 中央公論新社 913-K

学校が教えないほんとうの政治の話 斎藤/美奈子‖著 筑摩書房 310-S 利き蜜師物語 銀蜂の目覚め 小林/栗奈‖著 産業編集セン

ター
913-K

「国境なき医師団」になろう! いとう/せいこう‖著 講談社 329-I カザアナ 森/絵都‖著 朝日新聞出版 913-M

ヘンテコノミクス　行動経済学まん
が

佐藤/雅彦‖原作　菅/俊一‖原作　高橋/

秀明‖画
マガジンハ
ウス

331-S スカーレット　上　連続テレビ小説 水橋/文美江‖作　水田/静子

‖ノベライズ

ブックマン社 913-M-1

まんがクラスメイトは外国人　多文
化共生20の物語

「外国につながる子どもたちの物語」

編集委員会‖編　みなみ/ななみ‖まんが
明石書店 334-G 江の島ねこもり食堂 名取/佐和子‖著 ポプラ社 913-N

半ダース介護　6人のおジジとおババ
お世話日記

井上/きみどり‖著 集英社 369-I あとは切手を、一枚貼るだけ 小川/洋子‖著　堀江/敏
幸‖著

中央公論新社 913-O

介護職がいなくなる　ケアの現場で
何が起きているのか

結城/康博‖著 岩波書店 369-Y 祝祭と予感 恩田/陸‖著 幻冬舎 913-O

AIに負けない子どもを育てる　21st

Century Children

新井/紀子‖著 東洋経済新
報社

370-A ありふれた職業で世界最強　1 白米/良‖著 オーバー
ラップ

913-S-1

世界を変えた50人の女性科学者たち レイチェル・イグノトフスキー‖著　野

中/モモ‖訳
創元社 402-I 神様の子守はじめました。　[1] 霜月/りつ‖著 コスミック

出版
913-S-1

植物の形には意味がある 園池/公毅‖著 ベレ出版 471-S 面白いとは何か?面白く生きるには? 森/博嗣‖著 ワニブックス 914-M

ざんねんないきもの事典　[正]　おも
しろい!進化のふしぎ

今泉/忠明‖監修　下間/文恵‖絵　徳永/

明子‖絵　かわむら/ふゆみ‖絵
高橋書店 480-I 字のないはがき 向田/邦子‖原作　角田/光代‖文　西/加

奈子‖絵
小学館 916-M

みんなが知りたい!日本の「絶滅危
惧」動物がわかる本

今泉/忠明‖監修 メイツ出版 482-I 82年生まれ、キム・ジヨン チョ/ナムジュ‖著　斎
藤/真理子‖訳

筑摩書房 929-C

海洋プラスチック汚染　「プラな
し」博士、ごみを語る

中嶋/亮太‖著 岩波書店 519-N 石を積むひと エドワード・ムーニー・Jr.‖著　杉田/

七重‖訳
小学館 933-M

＊この「図書館だより」は持ち帰り、おうちの人にも見てもらって下さい。　HPにも掲載されています。


	2019図書館だより
	2019図書館だより2

