
 

 

 

 

頑張った三高生に感謝、感激、雨あられ❤ 
県総体、お疲れ様でした。三高生の頑張りに感謝です。 

県総体が終わり、次の目標に向かって行動しはじめたところでし

ょう。そんな皆さんを図書館は応援していきます。 

 

今回は図書委員活動で、図書委員５人が今井書店で直接、本を

選んできました。その本を紹介します 

選んだ本のテーマは「朝の読書の時間に読んでほしい本」。 

今回の図書館だよりで、出かけた 5 人が、自分が選んだ本の中か

ら、イチオシの本を手書き POP で紹介します。裏面には選んで

きた本、全部を紹介しています。 

朝の読書の時間に一冊いかがですか。  （ｂy 司書） 
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 心を整える  
159-ｱ なぜかうまくいっている
女(ひと)の心のもち方  

有川真由美著 PHP研究所 
うまくいかない毎日を変えるヒ

ントは、いつもあなたのすぐそば

にある。約 50 種の仕事を経験し

た著者が、その出会いをもとに学

んだ“うまくいく法則”を紹介。 

 
159-ｳ  運命の夢はかならず,叶う 

上原愛加著 学研パブリッシング 
人生には、夢が“叶うとき”と

“準備のとき”があり、それらは

もちろんつながっています。準備

のときを、早く、しあわせに超え

ていけるよう、ヒントを紹介。 

 

159-ｺ 心屋仁之助の「奇跡の
言葉」  心屋仁之助著 経済界 

愛されていることを、受け入れ

ていいんだよ。あなたはもう、幸

せになっていいんだよ。個性を生

かして性格を変える心理カウンセ

ラーからの心を開くメッセージ。 

 

159-ﾃ できる人の人生のルール 

リチャード・テンプラー著  
ディスカヴァー・トゥエンティワン  

いつも幸せを感じ、健康にめぐ

まれ、人生から多くの収穫を手に

する秘訣と人生のあらゆる場面で

役立つ 101 の行動基準を紹介。 

 

159-ﾋ Happy名語録  
一瞬で人生が変わる!  

ひすいこたろう著 よっちゃん著 
三笠書房  

何気ないひと言に実はすごいエ

ネルギーがある?! 「いい言葉」

はプラスのパワー。「後ろ向きな言

葉」はマイナスのパワー。あなた

はどっちを使いたい? 

 

世の中のしくみがわかる  
331-ｶ はじめてのゲーム理論 
2つのキーワードで本質がわかる 
川越敏司著 講談社  

ゲーム理論とは、「複数の意志決

定体間における戦略的な相互関係」

を研究する学問。簡単に言えば「相

手がいる状況の時、どんな行動を

とるのかベストか？」を考えるも

の。理論の初歩から最新研究まで

を学べる、やさしくて深い入門書。 

 

336-ｼ 読むだけで仕事力が
上がる本! 
 仕事力向上委員会著 海竜社 
「考える力」と「自分を管理する

力」が、仕事のデキを左右する。

深い洞察力を身につけるだけでな

く、冷静に深く物事を考えて、い

いアウトプットをするためにどう

すればいいのかを解説し、自分を

管理するための方法を紹介。 

 

336-ﾓ 森下えみこの私の敬語
正しいと思っていたけれど。  
森下えみこ著   KADOKAWA 

社会人の正しい敬語を、漫画で

学び直そう。会社内での敬語、お

客様に対する敬語、初対面や会っ

たことのない人への敬語、電話や

メールでよく使う敬語を収録。 

 

336-ﾜ 朝 5分!読むだけで 
「会話力」がグッと上がる本  

渡瀬謙著  永岡書店 
会話力とは、上手に話すテクニ

ックではなく、きちんと相手に伝

える力。無口であがり症なのにト

ップセールスマンだった著者が、

「誰でも」「無理せず」「確実に」

会話上手になれる方法を伝授する。 

 

361-ﾏ プロカウンセラーの聞く
技術・話す技術 マルコ社  

話を聞くときに絶対にやっては

いけないこととは? どうすれば

相手の本音を引き出せるのか?具

体的な事例を交えて解説する。 

 

366-ﾐ 辞めたくても、辞められ
ない!  一度入ったら抜けられな
いブラック企業の手口  
溝上憲文著 廣済堂出版 

辞職を申し出た社員に対し、詐

術、脅迫、暴言・暴力、洗脳など

違法な手段を使って、強引に引き

とめにかかる上司・経営者がいる。

辞めさせないための様々な手口と

辞められない心理、そしてブラッ

ク経営者の実態に迫る。 

 

自然から学ぶ 
430-ｻ カラー図解でわかる 

高校化学超入門  
齋藤勝裕著 SB クリエイティブ 

原子の構造、分子の結合、物質

の状態と性質、無機化合物の種類

と性質などについて、短い文章で

簡潔に解説。 

 

431-ｶﾞ 美しい元素 世界をか
たちづくる「基本」がわかる!  
学研教育出版編 学研教育出版 

放射性元素から、レアメタル、

人体の必須元素、未知の元素まで、

118 種類の元素の基本や発見の

歴史などを写真でやさしく解説。 

 

492-ﾓ ねじ子のヒミツ手技 2 
森皆ねじ子著  エス・エム・エス 

「ノドに異物が詰まった」「動物

に咬まれた」「夜の骨折・脱臼」な

ど、救命救急・夜間外来における

代表的な医療手技をイラストで楽

しく解説。心肺蘇生ガイドライン

2010 に準拠した改訂版。 

 

657-ｺ キノコの魅力と不思議  

身近な公園やハイキングなどで

見つけることのできるキノコ約

140 種類の特徴や生え方、分布等

を解説。さらに、採集のコツや中

毒症状の話などのエピソードを写

真とともに紹介。 

 
 スポーツと趣味  

783-ﾊ 原点 勝ち続ける組織
作り  原辰徳著 中央公論新社 

世界一、日本一を果たした原監

督が、自らの目指す人材育成、チ

ーム作りについて、45 年を超え

る野球人生を振り返りつつ語る。

父や巨人軍選手が語る原監督との

WBC 優勝秘話も掲載 
 
798-ﾄ ログ・ホライズンTRPGリプ
レイ 宵闇の姫と冒険者  
橙乃ままれ著 七面体工房著尾
崎智美画  KADOKAWA 

<大災害>直後のエルダー・テイ

ル。南海の孤島で 4 人の冒険者を

待ち受けていたものとは? 

 日本の小説  
913-ｱ  都市伝説  

ねぇ、つぎはだれ?  

 亜月亮原著 集英社文庫 

友だちのカレシに片思いをして

いたトモミは、恋を叶えるという

電話ボックスに入った。けれど、

それは恐怖の始まりで…。都市伝

説という、開けてはいけない扉を

開けた 6 人の少女の最恐体験。 

 
913-ｵ  邪魔 上 ・下 
奥田英朗著 講談社文庫 

平凡な主婦の暮らしが、夫の勤

務先の放火事件をきっかけに揺ら

ぎ始める。日常に潜む悪夢やわず

かな契機で変貌していく姿を描く。 

 

913-ｸ 小説千本桜 1・２ 
黒うさ P 原作 WhiteFlame 原作 
一斗まる著・イラスト アスキー・メ
ディアワークス 

「大正兇変」と呼ばれる大災害

を境に生じた歪んだ世界。怪現象

や悪事が横行する新帝都・桜京を

護るため、“神憑特殊桜小隊”が立

ち上がる!  

 

913-ｻ どんでん返し  
笹沢左保著 双葉文庫  
「思いきって、やったらどうなの」

「何をだ」「わたしを殺すのよ」 社

の常務の姪と不倫し、結婚を迫ら

れ、“玉の輿”を目論む夫と、離婚

を拒否する妻。夫婦の運命は…。 

 

913-ｼ かあちゃん  
重松清著  講談社文庫 

いじめていた親友が自殺を図っ

て、学校を去った。残された僕た

ちは罪を背負い、罰を受けて、ひ

とりの年老いた「かあちゃん」に

出会った。母が子どもに教えてく

れたこと、子どもが母に伝えたか

ったことを描く長編小説。 

 

913-ｼ あすなろ三三七拍子 
上・下 重松清著 講談社文庫 

45 歳、総務課長の藤巻大介の

出向先は「あすなろ大学応援団」。

団員ゼロで廃部寸前の「団」を救

うため、オヤジ団長・大介は団員

集めに奔走し…。 

 

913-ｼ 赤々煉恋 
朱川湊人著 東京創元社 

 若く美しいまま亡くなった妹
の思い出を残したいと、凄腕だと
いう遺体専門のカメラマンに写真
撮影を依頼した早苗。ところが…。 

 
913-ｽ 人狼ゲーム人事の悪夢 

鈴木教久著 大和書房  

市民と人狼がお互いを追放しあ

うゲーム、「人狼ゲーム」。あぶり

だされる人間の本性とは? 「社長

の座」をかけて、8 人が繰り広げ

る究極の心理戦を描く。 

 
913-ﾂ ぼくから遠く離れて  
辻仁成著  幻冬舎文庫 

４大学生の光一に届く、Key と

いう謎の女性からのメッセージ。

やがて Key は光一に名前を変え、

女装することを強要しだす。鏡に

映ったもうひとりの自分を愛し始

めた光一は…。 

 

913-ﾄ ログ・ホライズン ６・７ 

橙乃ままれ著 桝田省治監修 ハラ

カズヒロイラスト エンターブレイン 

WEB サイト『小説家になろう』

連載を再構成して単行本化。 

 

913-ﾊ ヤッさん 
原宏一著  双葉文庫  

驚くべき食の達人で、築地市場

と高級料理店を行き来して生活す

る、誇り高きホームレス、通称ヤ

ッさんは、食の世界に起こるアツ

イ事件の解決に奔走する。弟子入

りした新米ホームレスのタカオに

も、成長を問われる試練が訪れ…。 

 

913-ﾊ カフーを待ちわびて  
原田マハ著 宝島社文庫 
 「嫁に来ないか」きっかけは絵

馬に書いた願い事だった。沖縄の

小さな島を舞台にやさしくて、ち

ょっと切ない恋の話。 

 

913-ﾋ マジックバーでは謎解き
を 麻耶新二と優しい噓  
光野鈴著   角川文庫 

過去の失敗で舞台から遠ざかっ

てしまったマジシャン・麻耶新二。

彼は、師匠が残したマジックバー

で若きオーナー・小鳥遊紅音と出

会いマジシャンとして再起する。

その傍らで、客が抱える謎を解き

明かしていくのだが…。 

 

913-ﾋ パラドックス 13  
東野圭吾著 講談社文庫 

13 時 13 分からの 13 秒間、

地球は“P-13 現象”に襲われる

という。何が起こるか、論理数学

的に予測不可能。その瞬間、目前

に想像を絶する過酷な世界が出現

した! 崩壊した東京で繰り広げら

れる究極の人間ドラマ。 

 

913-ﾐ 絶対城先輩の妖怪学講
座 1 峰守ひろかず著 電撃文庫 

妖怪に関する膨大な資料を蒐集

する青年、絶対城阿頼耶の元には、

怪奇現象に悩む人々からの相談が

後を絶たない。ある春の日、絶対

城が根城にする東勢大学文学部の

四十四番資料室を新入生が訪れ…。 

 

913-ﾖ グッバイ・ヒーロー  
横関大著 講談社文庫 

立て籠もり現場にピザを届ける

ことになったバンドのリーダー、

伊庭亮太。も今夜は大切なライブ

の日。おっさんと亮太の長い一日

が始まる。 

 

913-ﾘ-1  無職転生 1  
理不尽な孫の手著 KADOKAWA 

事故死した 34 歳無職の男。目

覚めればそこは剣と魔法の異世界。

赤ん坊として生まれ変わった彼は、

今度こそ後悔なき人生を送ろうと

決意する。彼の新たな人生とは!?  

映画『万能鑑定士Ｑ」原作の 
続編と姉妹シリーズ 

913-ﾏ 万能鑑定士Ｑの推理劇 1 
松岡圭祐著 角川文庫 

天然少女だった凜田莉子は、その
感受性を活かす術を知り、わずか 5
年で驚異の頭脳派に成長。難事件を
解決する莉子に謎の招待状が……。 

 
913-ﾏ 特等添乗員αの難事件 1 

松岡圭祐著 角川文庫 
掟破りの推理法で真相を解明する

水平思考(ラテラル・シンキング)に天

性の才を発揮する浅倉絢奈。新人ツ

アコンの彼女は、旅先で発生するト

ラブルから難事件まで瞬時に解決!  
 


