
【図書館】 

017-ｾﾞ 司書教諭・学校司書のための学

校図書館必携 理論と実践  

全国学校図書館協議会 監修  悠光堂  

 

017-ﾉ 多様性と出会う学校図書館 一

人ひとりの自立を支える合理的配慮へのア

プローチ  

野口武悟, 成松一郎 編著 読書工房  

 

【歴史】 

209-ｺ-1 学研まんが NEW世界の歴史  

1 先史時代と古代オリエント  

2 ギリシア・ローマと地中海世界  

3 アジアの古代文明と東アジア世界の成立 

4 イスラーム世界とヨーロッパ世界の成立 

5 十字軍とモンゴル帝国  

6 ルネサンスと大航海時代  

7 フランス革命と産業革命 

8 アメリカ独立と南北戦争 

9 列強の世界植民地化とアジアの民族運動 

10 第一次世界大戦とロシア革命 

11 世界恐慌と第二次世界大戦 

12 冷戦と冷戦後の世界 

近藤二郎 監修 学研プラス  

 

209-ﾃﾞ-1 「全世界史」講義 教養に効く!

人類 5000年史 1 (古代・中世編)  

出口治明 著 新潮社   

文明の誕生から現代まで、人類５０００年

の歴史を一気読み！ 複雑な歴史の流れが

手に取るようにわかる渾身の名講義！ 歴

史の新常識をふんだんに取り入れた人類共

通の歴史「５０００年史」を学べば、世界

がひとつにつながり、歴史がいきいきと動

きだす。 

 

209-ﾃﾞ-2 「全世界史」講義 教養に効く!

人類 5000年史 2 (近世・近現代編)  

出口治明 著 新潮社  

世界がつながり、歴史がいきいきと動き出

す。 複雑な歴史の流れが手に取るように

わかる渾身の名講義！ 現代を生き抜くた

めの知恵は過去のある！ 

 

210.7-ﾖ 昭和時代  敗戦・占領・独立 

読売新聞昭和時代プロジェクト 著  

読売新聞社 中央公論新社 

原爆投下、終戦、憲法制定、東京裁判、

吉田茂、講和・安保条約…１９４５～５４

年、未曽有の混乱の中から出発した戦後日

本の歩みの原点を検証する。 

 

210.7-ﾖ 昭和時代  戦前・戦中期 

読売新聞昭和時代プロジェクト 著  

読売新聞社 中央公論新社  

１９２６年１２月の昭和の幕開けから、

４４年７月の東条内閣総辞職まで…あの時、

他に採るべき道はなかったか？戦争に突き

進む時代の全貌を多角的に描き出す。 

 

210.7-ﾖ 昭和時代 30年代  

読売新聞昭和時代プロジェクト 著  

読売新聞社 中央公論新社 

皇太子ご成婚、高度成長、東京五輪、そ

して国論を二分した６０年安保…「明るか

ったあの頃」、日本人は何を体験したのか。 

 

 

 

【伝記】 

281-ｱ 18 きっぷ 

朝日新聞社, 朝井リョウ 著  

朝日新聞出版  

人生の岐路を迎える１８歳を撮影したモ

ノクロのポートレート写真と、彼らの声を

書き留めた。盲目の女子大生、バンドのボ

ーカル、非行防止ボランティア、鳶職人、

僧侶見習い、ダンサーなど、４６人を紹介

していく。壁や悩みに直面しながらも、新

しい世界に向け、それぞれの一歩を踏み出

す等身大の若者の姿を追った。／書籍化に

あたり、直木賞作家の朝井リョウによる書

き下ろしロングエッセイ「１８歳の選択」

を掲載。 

 

289-ﾆ 世界一清潔な空港の清掃人 

新津春子 著 朝日新聞出版 

「現場は、自分の家だと思って掃除する

んですよ」「使う人のことを思って、できる

ことは、すべてやる」「心に余裕がないと、

いい仕事ができません」……。世界一清潔

な空港に選ばれた羽田空港を支える清掃職

人、新津春子氏、魂の言葉。 

 

289-ﾜ 真田幸村のすべて  

大坂城決戦!「真田丸」への道  

渡邊大門 著 毎日新聞出版 

戦国の終わりを告げる大坂の陣、そこに

ひときわ輝く「最後の名将」の姿があった

―なぜ、彼は天下人に戦いを挑むのか？謎

と伝説のベールに覆われた真田信繁（幸村）

の真実の姿を明らかにする！ 

 

【社会 エッセイ】 

304-ｲ 池上彰の君たちと考えるこれか

らのこと  

池上彰 著 日本経済新聞出版社 

未来を見通す力が、君の生きる力になる。

選挙の投票先、どう決めればいい？池上

流・メディア活用術とは。テロと難民問題、

日本がすべきこととは―池上彰からのメッ

セージ。 

 

【法律】320-ｶ 実用六法 平成 28年版 

加藤晋介 監修 成美堂出版 

カタカナ法文を「ひらがな」表記に改め

ており、資格試験の受験対策にも最適です。

改正条文がひと目でわかるように白ヌキ表

示にし、改正部分の右横にラインを引いて

います。過去一年間で話題になった法案の

成立状況を掲載しました。重要な新法や改

正法は、図表を使ってわかりやすく解説し

ました。民法（債権関係）改正案も追加収

録！！ 

 

324-ｲ 無戸籍の日本人  

井戸まさえ 著 集英社  

「虐待」「いじめ」「所在不明児」「少年犯

罪」…子どもをめぐるさまざまな事件とも

深く関わる無戸籍問題。自らの子も無戸籍

となった経験を持ち、過去１３年間に１０

００人以上の無戸籍者とその家族を支援し

続けてきた著者だからこそ書くことができ

たノンフィクション！ 

 

【経済】 

330-ｵ 知らないと損する経済とおかね

の超基本 1年生  おとなの学習参考書 

大江英樹 著 東洋経済新報社 

知らないと生きるのに不便な「経済とお

金」の基本を、４０万人に教えてきた著者

が「これ以上わかりやすくできない」レベ

ル感で解説！ 

 

335-ﾆ 10000円のカレーライス NPOで

見つけた心にのこる物語  

日本財団 CANPAN プロジェクト 編 

日本実業出版社  

心が癒やされて、明日を生きる希望がわ

いてくる人生で大切なことを教えてくれる

２１の物語。 

 

335-ﾌ 月 3 万円ビジネス 100 の実例 

ワイワイガヤガヤ愉しみながら仕事を創る 

藤村靖之 著 晶文社  

「月３万円ビジネス」とは月に３万円し

か稼げないビジネスのことだ。いいことし

かテーマにしない。このビジネスはたくさ

んある。なにしろ月３万円しか稼げないか

ら、競争から外れたところにある。奪わな

いで分かち合う。みんなで楽しみながら仕

事を創る…。孤独でなくする、農村に人を

ひきつける…など、カテゴリーに分けて１

００個の実例を紹介する。 

 

338-ﾀ マンガでわかる金融と投資の基

礎知識 読めば得する!お金のしくみと財テ

クの心得  

田渕直也 著 SB クリエイティブ 

誰もが知っておくべき金融の基礎知識を

体系的にまとめ、予備知識がなくても理解

できるように、図やマンガを使って解説。

金融の基本的なしくみを理解し、投資など

の金融取引にともなうリスクを的確に把握

して、金融に関する課題を自分自身で考え、

みずからの責任で行動する能力を強力にサ

ポート。 

 

【社会】 

360-ｺ よのなかを変える技術 14 歳か

らのソーシャルデザイン入門  

今一生 著 河出書房新社 

未来をつくるすべての人へ。よのなかを

変えた、たくさんの事例を紹介。化学の楽

しさを広める小学生、地元を元気にする高

校生ｅｔｃ．困難を解決し、世界を変える

ための、いちばんやさしいソーシャルデザ

イン入門。 

 

361-ｺ コミュニケイションのレッスン 

鴻上尚史 著 大和書房  

コミュニケイションが下手なことは、あ

なたの人格とはなんの関係もない。「コミュ

ニケイションが下手なこと」と、「コミュニ

ケイションにおびえ、避けること」を混同

してはいけない。この本は、「コミュニケイ

ションは技術」という視点から、どうやっ

たらあなたのコミュニケイションのレベル

が向上するかを伝え、練習方法をアドバイ

スした本。 

 

361-ﾏ 聞く力、話す力  

インタビュー術入門  

松原耕二 著 河出書房新社 

テレビ報道に携わって３０年、千人を超

す人々にインタビューしてきた名キャスタ

ーによる、人の心をひらく聞き方・話し方

のヒント。 

 

369-ﾋﾞ BE KOBE 震災から 20年、でき

たこと、できなかったこと  

BE KOBE プロジェクト 編 ポプラ社 

あの日、いつか震災のことを書くと決意

した作家・真山仁、研究者としての「責任」

を背負い続ける防災学者・室崎益輝、世界

で初めての「環境防災科」で教鞭をとった

諏訪清二と卒業生たち、―さまざまな立場

で「街」にかかわり続けてきた１０組１３

名が語る、２０年を経て、見えてきたこと。 

読書の秋がやってきた！まもなく読書週間(10/27～11/9) 

地域産業研究実習と研修旅行お疲れ様でした。いろいろな経験ができた事でしょう。その

経験は将来にきっと役立ちます。いや絶対に役立てましょう。そして日が短くなり、夜が長く

なりました。読書の秋の到来です。小説だけでなく、少しずつ自分の将来への蓄積にいろん

な本を読んでほしいと思います。図書館にはみなさんを応援する本がたくさんありますので、

ぜひ来て、見て、手にしてくださいね。読書週間のイベントもお楽しみに！ｂｙ司書 
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【宇宙】442-ｲ 宇宙を撮りたい、風船で。  

世界一小さい僕の宇宙開発  

岩谷圭介 著 キノブックス  

１００円ショップやホームセンターで手

に入るもので作る撮影装置を打ち上げ、や

がて宇宙に手が届くまでの記録。 

 

【植物】477-ｶ 季節を知らせる花 日本

人なら知っておきたい樹木と野草 248 

金田初代 文 金田洋一郎 写真 講談社 

季節の代表花２４８を３５３点のカラー

写真で紹介。花ばかりでなく、夏と秋の色

づく実や紅葉も紹介。花名の由来や日本人

とのかかわりをわかりやすく解説。花が登

場する文学作品や代表的な俳句を掲載。日

本人が覚えておきたい花をこの一冊に収録。 

 

【動物】482-ﾆ最後の楽園の生きものたち 

NHK「ホットスポット」制作班 編  

日本放送協会 東京書籍 

２０１５年現在、世界には３５ヵ所のホ

ットスポット（生物多様性ホットスポット）

とよばれる場所が存在する。大自然のドラ

マと絶滅の危機にある生きものたちが暮ら

す最後の楽園ともよべる場所。そこでは想

像を絶する神秘的な光景や、生きものたち

の驚きの行動を見ることができる。本書で

は番組で取材を行った１２ヵ所に焦点を当

てて、最後の楽園に棲む生きものたちの進

化の不思議や尊い生命のきらめきを伝えて

いく。 

 

【医学】 

490-ｼ いのちを"つくって"もいいですか? 

生命科学のジレンマを考える哲学講義   

島薗進 著 NHK出版 

誰もが願う「より健康に、より長く生き

たい」という希望。最新のバイオテクノロ

ジーに根ざす現代医療は、その願いを着実

に実現しつつある。しかし、ただ望むまま

に進んで行くならば、私たちはやがて「い

のちをつくり変える」領域に踏み込んでし

まうのではないか―生命科学と深く結びつ

いた現代、そして未来を生きるための、新

しい“いのちの倫理”のあり方を一緒に考

える。 

 

493-ｵ 依存症の科学  

いちばん身近なこころの病  

岡本卓, 和田秀樹 著 化学同人 

アルコール、ギャンブルからドラッグや

ＩＴ機器・スマホ依存まで、日本人の依存

症者人口は２０００万人ともいわれます。

社会心理学的要因から、薬物ごとの特質、

脳科学に基づく知見、認知療法などの最新

の治療法まで、医師がわかりやすく解説。

アルコール・薬物・ギャンブル依存症の診

断基準付。 

 

【技術】501-ｱこれからの環境エネルギー 

未来は地域で完結する小規模分散型社

会  鮎川ゆりか 著 三和書籍 

エネルギーとは何か？から、エネルギー

利用の歴史、化石燃料と環境問題まで。環

境との共存が求められる現在の「エネルギ

ー利用」の意味を解明し、地球温暖化対策

にも直結する小規模分散型社会を提案する。 

 

【ゴミ】518-ｻ 日本が"核のゴミ捨て場"に

なる日 震災がれき問題の実像  

沢田嵐 著 旬報社  

消えた震災がれきの謎。なぜ「広域処理」

が必要とされたのか。被災地ないがしろの

復興交付金目当ての地方自治体、バラま

きにむらがる企業、底流で進む放射性物

質の大幅な規制緩和…。“核のゴミ”が普

通のゴミ処理場で処分されるようにな

る！？ 

 

589-ﾅ 990 円のジーンズがつくられるの

はなぜ? ファストファッションの工場で起こ

っていること  

長田華子 著 合同出版  

世界の縫製工場といわれるバングラデシ

ュには、世界中のアパレル企業から大量に

注文が殺到。世界に販売網をもつＨ＆Ｍ、

ＧＡＰも、日本のユニクロにとっても激安

商品の供給国。１カ月４０００円ほどで働

く女性たちの生活から、グローバル化した

世界の現実が見えてくる。 

 

【家政】591-ﾃﾞ 働く君に伝えたい「お

金」の教養 人生を変える 5つの特別講義 

出口治明 著 ポプラ社  

２０題の新しいお金づきあい入門!お金の

不安に支配されたまま、あと 60 年生きる

つもりですか?5 つの講義で、一生使える

「お金」の教養を手にしよう！世界一シン

プルな財産管理術、アマチュアでもできる

投資法、２０代の保険選びの鉄則、親と相

続について話すときのポイントなど…後悔

しないための知恵が満載！ 

 

【料理】596-ｵ 満腹 !お楽しみ弁当 

ひとりでもみんなでも、ふたを開けてびっくり!

サプライズ弁当  

大庭英子 著 文化出版局  

 

【農業】 

612-ｲ 農家と農業 お米と野菜の秘密 

板垣啓四郎 監修 実業之日本社 

農家は個人の事業で、農協への出荷と直

販があり…ということはなんとなくわかり

ますが、「産業」として把握する農業はとて

も興味深いもの。どんな働き方で作り、ど

のように流通し、どのように農協や農水

省・政府と関わっているか、そして田や畑

はどのように維持されているのか。本書は

日本と、そして日本に関わる世界の農産物

の「仕事」を解説。経済ニュースもこれで

きちんと理解できること間違いなし！ 

 

【マンガ】 

726-ｱ-11 この音とまれ! 11 

アミュー 著 集英社  

愛達のひたむきな練習態度、箏を楽しむ

姿を目にした晶は、忘れかけていた幼い頃

の気持ちを思い出して…。一方で晶の祖母

は、箏曲部を潰す計画が進まない事に業を

煮やし、部員達の弱みを探ろうと動き始め

る。技術が向上し、次のステップに進んだ

箏曲部は、その悪意から逃れられるのか!? 

 

726-ｱ-12 この音とまれ! 12 

アミュー 著 集英社  

全国大会神奈川予選。参加する 14 の高

校の内、全国へ進めるのは、たったの 1 校

のみ。絶対に勝つと意気込む愛達だが、姫

坂をはじめとする他校の生徒達もそれぞれ

の思いを胸に、大会に臨んでいるのだった。

これまで積み重ねてきたものをぶつけ合う、

熱い戦いの幕が開く!! 

 

726-ｶ-18 青空エール  18  

河原和音 著 集英社  

白翔野球部の甲子園での初戦は熱い戦い

が続く。1 点リードされたまま 9 回裏最後

の攻撃へ──。つばさと吹奏楽部も必死の

気持ちをこめて応援する。甲子園出場が叶

い、無事つきあうことになったつばさと大

介の暑くて忘れられない、甲子園の夏! 

 

726-ｶ-19 青空エール  19 

河原和音 著 集英社  

全国大会への出場が決まった白翔高校吹

奏楽部。金賞を目ざして厳しい練習に打ち

込む。直前合宿で、トランペットパートの

雰囲気は悪くなっていき――。全国大会前

につばさはどうする!? 大介と励ましあい

ながら歩んできたつばさの 3 年間、完結! 

 

【切り絵】 

726-ﾌ 藤城清治の旅する影絵 日本 

藤城清治 著 講談社  

だれにも真似できない光と影の芸術作品

で、老若男女を問わず絶大な人気をほこる

藤城清治が日本各地を旅した中で作成した

作品１５０点以上を収録 

 

【スポーツ】 

780-ｶ 10代スポーツ選手のケガ予防と

回復食   強いカラダをつくる!  

川端理香 著 大泉書店  

１０代アスリートによくある症状の予防

と回復に必要な栄養素とレシピを紹介！ 

 

780-ﾉ カラダを大きくする  

野沢秀雄 著  ベースボール・マガジン社 

もっと背を伸ばすには？もっと筋肉を大

きくするには？もっと脂肪を減らすには？

悩みを抱えるすべての人に贈る、カラダづ

くりの意外なヒント。日本で初めてプロテ

インを開発した著者が、長年のノウハウを

生かし、簡単トレーニングと食事法を一挙

公開。カラダは必ず変わる。 

 

【言語】 

818-ｻ 県別方言感情表現辞典 

真田信治, 友定賢治 編 東京堂出版 

日本全国で使われる感情を表す方言の辞

典。「楽しい」「面倒くさい」などの語彙別

に、「そんな面倒くさいこと、したくはない

よ」「珍しい物を、ありがとうございます」

など統一の例文を各県語訳。それぞれ分布

や語源も解説。 

 

837-ﾃﾞ ディズニーの英語  コレクション

11 (アナと雪の女王ショートストーリーズ) 

石原真弓 英文解説 KADOKAWA 

大好評「ディズニーの英語コレクション

11」は人気の『アナと雪の女王』の続編を

含む短編集です。アナの誕生パーティや姉

妹の子ども時代、オラフの暑い夏の一日…

….。心温まるストーリーで英語を学びませ

んか？ 

 

【日本の小説】 

913-ｱ 透き通った風が吹いて 

あさのあつこ 著 文藝春秋  

野球部を引退したら、空っぽになってし

まった渓哉。故郷美作を出て都会の大学に

行けば、楽しい生活が待っているのかもし

れない。でも、それは自分が望んでいるこ

となのだろうか。親友の実紀は、きちんと

自分の将来を見据えている。未来が見えず

にいる渓哉は、ある日偶然、道に迷ってい

た美しい女性・里香を案内することになる。

モラトリアムの時期を迎えた高校生の焦燥、

そして淡い恋を描く、青春小説。 

 

913-ｱ 世にも奇妙な君物語 

朝井リョウ 著 講談社  

いくら流行っているからといって、経済

的にも精神的にも自立した大人が、なぜ一

緒に住むのか（第１話「シェアハウさない」）。

その人がどれだけ「リア充」であるかを評

価する、「コミュニケーション能力促進法」

が施行された世界。知子のもとに、一枚の

葉書が届く（第２話「リア充裁判」）。親の

クレームにより、幼稚園内で、立っている

金次郎像が座っているものに変えられた！

（第３話「立て！金次郎」）。…そしてすべ

ての謎は、第５話「脇役バトルロワイアル」

に集約される。 

 

913-ﾏ 白をつなぐ  

まはら三桃 著 小学館  

一月、広島で開催される都道府県対抗男

子駅伝。福岡を代表して出場する中学生か

ら社会人までの世代の違う選手たちが、そ

れぞれの思いを胸に、たすきをつないで走

る姿を描く―。 

 

【ルポ】916-ｶﾞ 16歳の語り部  

雁部那由多, 津田穂乃果, 相澤朱音 語り

部 ; 佐藤敏郎 案内役 ポプラ社 

１６歳の今しか、伝えられない言葉があ

る。東日本大震災から５年。あの日、小学

５年生だった子どもたちが見据える３．１

１後の未来。 


