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新着図書案内       ２０２０年 ４月 図書館発行 

 ２月～３月に入った本を掲載しています。 

 

ラベル記号 タイトル 著者 出版社 

 

情報 

002/ミ/ 
学問からの手紙 

／人気大学教授の熱烈特別講義 
宮野公樹 著 小学館 

 

心理学・宗教 

159.7/サ/ 人生のサバイバル力／１７歳の特別教室 佐藤優 著 講談社 

 

歴史・伝記 

204/イ/ 歴史とは靴である／１７歳の特別教室 磯田道史 著 講談社 

209.7/タ/ 図説第二次世界大戦 太平洋戦争研究会著 河出書房新社 

210.7/カ/ 昭和・平成現代史年表／１９２３年～２０１９年 神田文人 編 小学館 

235/サ/ ブルボン朝／講談社現代新書 佐藤賢一 著 講談社 

256/カ 図説マヤ文明 嘉幡茂 著 河出書房新社 

 

社会科学（政治・経済・福祉・教育） 

302.4/シ/ 
アフリカを見る アフリカから見る 

／ちくま新書 
白戸圭一 著 筑摩書房 

302/イ/ 現場レポート世界のニュースを読む力／ 池上彰 著 プレジデント社 

318.6/ヨ 
きみのまちに未来はあるか？ 

／「根っこ」から地域をつくる／岩波ジュニア新書 

除本理史 著 

佐無田光 著 
岩波書店 

329.3/イ/ 
「国境なき医師団」になろう！ 
／講談社現代新書 

いとうせいこう 著 講談社 

338.2/ト/ 銀行のしくみ／イラスト図解 戸谷圭子 著 日本実業出版社 

361.4/シ/ 
よくわかるアサーション 自分の気持ちの

伝え方 
主婦の友社 編 主婦の友社 

361.8/タ/ ネットと差別扇動 谷口真由美 著 解放出版社 

366.8/タ/ 韓国徴用工裁判とは何か／岩波ブックレット 竹内康人／著 岩波書店 

368.2/オ/ 絶望しないための貧困学／ポプラ新書 大西連 著 ポプラ社 

369.3/サ/ 地図から読み解く自然災害と防災＜減災＞ 酒井多加志 著 近代消防社 

369.7/イ/ ボランティアってなんだっけ？ 猪瀬浩平 著 岩波書店 

369.7/ニ/ 
社会的処方 
／孤立という病を地域のつながりで治す方法 

西智弘 編著 学芸出版社 

375.8/テ/ 小学校英語のジレンマ／岩波新書  寺沢拓敬 著 岩波書店 

377/ウ/ 新・大学でなにを学ぶか 上田紀行 編著 岩波書店 

378.2/キ/ 手話通訳者になろう 木村晴美 著 白水社 

382.5/シ/ インディオの村通い４０年／岩波ブックレット 清水透 著 岩波書店 

 

自然科学（理科・医学） 

407.5/オ/ 
理系力が身につく週末実験 

／サイエンス・アイ新書 
尾嶋好美 著 ＳＢクリエイティブ 

411.2/ニ/ 
最強に面白い！！虚数／ニュートン式超

図解 
  ニュートンプレス 

411.2/ニ/ 
最強に面白い！！対数／ニュートン式超

図解 
  ニュートンプレス 

412/マ/ 
数の世界／自然数から実数、複素数、そ

して四元数へ／ブルーバックス 
松岡学 著 講談社 

413.3/ニ/ 
最強に面白い！！微分積分／ニュートン

式超図解 
  ニュートンプレス 

413.5/ニ/ 
最強に面白い！！三角関数／ニュートン

式超図解 
  ニュートンプレス 

417/イ/ 統計学をめぐる散歩道 石黒真木夫 著 岩波書店 

417/ニ/ 
最強に面白い！！統計／ニュートン式超

図解 
  ニュートンプレス 

417/ニ/ 
最強に面白い！！確率／ニュートン式超

図解 
  ニュートンプレス 

420/ニ/ 
最強に面白い！！物理／ニュートン式超

図解 
  ニュートンプレス 

423/タ/ 
「ファインマン物理学」を読む／電磁気学

を中心として／ブルーバックス 
竹内薫 著 講談社 

430/ニ/ 
最強に面白い！！化学／ニュートン式超

図解 
  ニュートンプレス 

431.1/ニ/ 
最強に面白い！！周期表／ニュートン式

超図解 
  ニュートンプレス 

445/ナ 地球は特別な惑星か？／ブルーバックス 成田憲保 著 講談社 

450/ニ/ 基礎地球科学 西村祐二郎 編著 朝倉書店 

450.1/ス 地磁気逆転と「チバニアン」／ブルーバックス 菅沼悠介 著 講談社 
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451.7/カ/ オーロラ！／岩波科学ライブラリー 片岡龍峰 著 岩波書店 

451.8/ヤ/ 気候危機／岩波ブックレット 山本良一／著 岩波書店 

454.5/フ/ 山岳／サイエンス・パレット 
Ｍａｒｔｉｎ Ｆ．Ｐｒｉｃｅ 

著 
丸善出版 

460.2/イ/ もうすぐいなくなります／絶滅の生物学 池田清彦 著 新潮社 

461.9/フ/ バイオサイエンスのための数学超入門講座 
Ｅｌａ Ｂｒｙｓｏｎ 

[著] 
化学同人 

464/ヒ/ 
はじめての生化学／生活のなぜ？を知

るための基礎知識 
平澤栄次 著 化学同人 

467.5/チ/ 進化のからくり／ブルーバックス 千葉聡 著 講談社 

468.4/オ/ 
ゾンビ・パラサイト／ホストを操る寄生生

物たち／岩波科学ライブラリー 
小澤祥司 著 岩波書店 

468.4/オ/ 協力と罰の生物学／岩波科学ライブラリー 大槻久 著 岩波書店 

484.6/チ/ 
歌うカタツムリ／進化とらせんの物語／

岩波科学ライブラリー 
千葉聡 著 岩波書店 

485.7/オ/ クモの糸でバイオリン／岩波科学ライブラリー 大崎茂芳 著 岩波書店 

489.9/ヒ/ 
仲間とかかわる心の進化 

／岩波科学ライブラリー 
平田聡 著 岩波書店 

491.3/オ/ 
おなかの赤ちゃんは光を感じるか 

／岩波科学ライブラリー 
太田英伸 著 岩波書店 

493.7/ア/ アルツハイマー病のことがわかる本 新井平伊 監修 講談社 

493.7/シ/ 失語症のすべてがわかる本 
加藤正弘 監修

小嶋知幸 監修 
講談社 

494.8/オ/ 
心にしみる皮膚の話／「この中にお医者さ
んいますか？」に皮膚科医が… 

大塚篤司 著 朝日新聞出版 

498.5/エ/ エッセンシャル食品化学 中村宜督 編著 講談社 

498.8/モ いのちを救う災害時医療 森村尚登 著 河出書房新社 

499.2/ヒ/ 
カラー図解分子レベルで見た薬の働き 

／ブルーバックス 
平山令明 著 講談社 

 

技術・産業 

519.8/ワ/ 実践で学ぶ〈生物多様性〉／岩波ブックレット 鷲谷いづみ／著 岩波書店 

538.6/ナ/ 
カラー図解でわかるジェット旅客機の秘密 

／サイエンス・アイ新書 
中村寛治 著 

ＳＢクリエイテ

ィブ 

595/タ/ いちばんわかるスキンケアの教科書 
高瀬聡子 著 

細川モモ 著 
講談社 

601/テ/ 地元を再発見する！手書き地図のつくり方 
手書き地図推進

委員会 編著 
学芸出版社 

609/タ/ ニッポンのサイズ図鑑／イラストでわかる 石川英輔 原作 淡交社 

613.5/モ/ 
土・牛・微生物／文明の衰退を食い止める土の

話 

Ｄ．モントゴメリー 

著 
築地書館 

648.3/ワ/ まるごとわかるタマゴ読本 渡邊乾二 著 農山漁村文化協会 

686.2/オ/ 私鉄特急の謎／イースト新書Ｑ 小川裕夫 [著] イースト・プレス 

686.2/ハ/ 
ライフスタイルを変えた名列車たち 

／交通新聞社新書 
原口隆行 著 交通新聞社 

687.3/ヤ/ 
客室乗務員の誕生 

／「おもてなし」化する日本社会／岩波新書  
山口誠 著 岩波書店 

 

芸術・スポーツ 

701.4/サ/ 
ヒトはなぜ絵を描くのか／芸術認知科学へ

の招待／岩波科学ライブラリー 
齋藤亜矢 著 岩波書店 

702.3/サ/ 
誰も知らないレオナルド・ダ・ヴィンチ 

／ＮＨＫ出版新書 
斎藤泰弘 著 ＮＨＫ出版 

702/ウ/ 失われたアートの謎を解く／ちくま新書 青い日記帳 監修 筑摩書房 

702/オ/ 現代アートとは何か 小崎哲哉 著 河出書房新社 

723.3/ア/ マネへの招待 朝日新聞出版 編 朝日新聞出版 

723.3/モ/ 
バンクシー／アート・テロリスト 

／光文社新書 
毛利嘉孝 著 光文社 

757/カ/ 江戸のデザイン図鑑 柏木博 監修 河出書房新社 

778.7/ツ/ 
新海誠の世界を旅する／光と色彩の魔術

／平凡社新書 
津堅信之 著 平凡社 

780.1/ナ/ なるほど最新スポーツ科学入門 伊東浩司 編 化学同人 

780.7/コ/ 基礎から学ぶ！メンタルトレーニング 高妻容一 著 
ベースボール・

マガジン社 

780/モ/ 
スポーツビジネス１５兆円時代の到来／平

凡社新書 
森貴信 著 平凡社 

782.3/ア/ 
ランナーのためのコンディショニング／中長

距離・マラソン編／強くなるコアトレ 
有吉与志恵 著 

ベースボール・

マガジン社 

783.1/ス/ 
すぐに試合で役に立つ！バスケットボール

のルール・審判の基本 
橋本信雄 監修 実業之日本社 

783.4/チ/ 超常識！サッカーフィジカルトレーニング／ 三栖英揮 監修 実業之日本社 

783.4/ラ/ ラグビーのルール 
日本ラグビーフッ

トボール協会 

 監修 

実業之日本社 

785.2/コ/ 
水泳選手のためのコンディショニングトレー

ニング／基礎・上半身編／下半身・応用編 
小泉圭介 著 

ベースボール・

マガジン社 
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言語  

801.1/カ/ 
音とことばのふしぎな世界／岩波科学

ライブラリー 
川原繁人 著 岩波書店 

807/カ 
わたしの外国語漂流記／未知なる言葉

と格闘した 25人の物語 
阿部賢一［ほか］ 著 河出書房新社 

814/ク/ オノマトペの謎／岩波科学ライブラリー 窪薗晴夫 編 岩波書店 

814/コ/ 言の葉連想辞典 あわい 絵 遊泳舎 

817.5/ム 読解力を身につける／岩波ジュニア新書 村上慎一 著 岩波書店 

816/タ/ 答えより問いを探して／１７歳の特別教室 高橋源一郎 著 講談社 

837.5/エ/ 
この英語、訳せない！ 

／ｈｅａｄは頭？顔？首？ 
越前敏弥 著 

ジャパンタイム

ズ出版 

 

文学・小説・エッセイ （ラベル「Ｂ」は 文庫本です） 

910.2/ハ/ 最後の一文／名作の終わり方の謎を解く 半沢幹一 著 笠間書院 

910.2/マ/ 
古典の裏／「知ってるつもり」の有名古典

「みんな知らない」ウラ話 
松村瞳 著 笠間書院 

913.6/ア/ 
むかしむかしあるところに、死体がありまし

た。（＊） 
青柳碧人 著 双葉社 

913.6/ア/ ｍｅｄｉｕｍ／霊媒探偵城塚翡翠 （＊） 相沢沙呼 著 講談社 

913.6/ア/ イマジン？ 有川ひろ 著 幻冬舎 

913.6/イ/ 雲を紡ぐ 伊吹有喜 著 文藝春秋 

913.6/オ/ シャガクに訊け！ 大石大 著 光文社 

913.6/オ/ ライオンのおやつ （＊） 小川糸 著 ポプラ社 

913.6/カ/ 夏物語（＊） 川上未映子 著 文藝春秋 

913.6/ク/ まったく、青くない 黒田小暑 著 小学館 

913.6/チ/ ムゲンのｉ／上・下（＊） 知念実希人 著 双葉社 

913.6/チ/ 十字架のカルテ 知念実希人 著 小学館 

913.6/ト/ 線は、僕を描く（＊） 砥上裕將 著 講談社 

913.6/ナ/ 流浪の月（＊） 凪良ゆう 著 東京創元社 

913.6/ヒ 伊勢佐木町探偵ブルース 東川篤也 著 祥伝社 

913.6/ハ/ 店長がバカすぎて（＊） 早見和真 [著] 角川春樹事務所 

913.6/マ/ 坂下あたると、しじょうの宇宙 町屋良平 著 集英社 

914.6/マ/ べらぼうくん 万城目学 著 文藝春秋 

913.6/ミ/ きみの正義は 社労士のヒナコ 水生大海 著 文藝春秋 

913.6/ミ/ 手のひらの楽園 宮木あや子 著 新潮社 

B/シ/ 小説Ｆｕｋｕｓｈｉｍａ５０／角川文庫 周木律 [著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

B/タ/ グッド・バイ／新潮文庫 太宰治 著 新潮社 

B/チ/ 考えるマナー／中公文庫 中央公論新社 編 中央公論新社 

B/ナ/ 弥生、三月／徳間文庫 遊川和彦 脚本 徳間書店 

B/マ/ 
デフ・ヴォイス／法廷の手話通訳士 

／文春文庫 
丸山正樹 著 文藝春秋 

B/ヨ/ 巴里マカロンの謎／創元推理文庫 米澤穂信 著 東京創元社 

 

進路・小論文対策コーナー （職業案内「なるには BOOKS」） 

327.1 行政書士になるには／なるにはＢＯＯＫＳ 三田達治 編著 ぺりかん社 

499 薬剤師になるには／なるにはＢＯＯＫＳ 井手口直子 編著 ぺりかん社 

  

 

・・・ 卒業生の最新著書が入りました ・・・ 

 

 本校卒業生・伊吹有喜さんの『雲を紡ぐ』は、高校 2 年生を主人公に

した家族の物語です。舞台は岩手県盛岡市。「ホームスパン」という名

産の毛織物の存在にふれ、自分と向き合っていく姿を描きます。 

 伊吹さんの他の作品も図書館にあるので、ぜひ読んでみてください。 

 

・・・ 検索画面が変わっています ・・・ 

図書館のシステムが変わったため、検索画面も変わっています。 

入力方法がわからない、本校にある本が表示されない、など使い方で 

不明なことがあれば、司書に聞いてください。 

  

 
本屋大賞の候補作 10点、 

すべてあります。 

（タイトルの後に＊が付いたもの） 


