
【022造本】 
022-ｲ 「本をつくる」という仕事 
稲泉連 著 筑摩書房  
こんなところにもプロがいた！ 

 
022-ﾄ 文字を作る仕事  
鳥海修 著 晶文社  
書体設計士の著者が３７年間を振り返り、こ

れからの文字作りにつなぐ思いをつづる。 

 
【159 生き方】 
159-ｶ 101 人が選ぶ「とっておきの言葉」 
河出書房新社 編 河出書房新社 
さまざまな職業の１０１人が語る“私の”

大切な言葉 

 
159-ﾂ 弱虫でいいんだよ  

辻信一 著 筑摩書房 
「強い」のは良いこと、「弱い」のは悪い

こと、とされているけれど、本当だろうか？ 

 

159-ﾐ どこまでも生きぬいて  
夜回り先生 50のヒント 

水谷修 著 PHP研究所  
死にたいと絶望感を抱く子どもたちへ、命

の尊さ、生きることの素晴らしさを説く。 
 
 

【２歴史】 
209-ﾅ アウシュヴィッツ博物館案内 
中谷剛 著 凱風社  
負の世界遺産「アウシュヴィッツ強制収容

所」の完全ガイド。 

 

235-ｻ 図説フランスの歴史  
佐々木真 著 河出書房新社  

 
 
268-ｶﾞ マチュ・ピチュのひみつ インカ帝
国の失われた都市  
スザンヌ・ガーブ 著  六耀社  
古代都市マチュ・ピチュは、いったいどう

して誕生したのか。 

 

【28伝記】 
281-ｵ 人物比較でわかる日本史 
小和田哲男 著 KADOKAWA 

 

289-ｸ ジャーナリスト後藤健二  
命のメッセージ  

栗本一紀 著 法政大学出版局 
2015 年１月、ＩＳ（イスラーム国）によ

る日本人人質拘束事件で命を落とした後藤

健二。わが身を危険にさらしながらも、約２

０年にわたって世界の紛争地を取材し、戦禍

と人権侵害に苦しむ子どもたちに寄り添う

報道をやめなかった動機とはどのようなも

のだったのか。同じフリーの映像ジャーナリ

ストで、志を共にする親友であった著者が、

人間・後藤健二が命をかけて伝えたかった真

実を描く。 

 
【３社会科学 366職業紹介】 
301-ｻ 高校生からわかる社会科学の基
礎知識 酒井峻一 著 ベレ出版  
 
【職業案内】366-ﾁ-2017 中学生・高校
生の仕事ガイド 2017-2018年版  
進路情報研究会 編 桐書房  
仕事の内容、資格、関連職種、専門学校・

大学の選び方、検索しやすい巻末ＩＮＤＥＸ。

進路選択にすぐ役立つベストデータブック。 

 
【アイデンティティ】 
367-ﾛ-1 わたしらしく、LGBTQ 1、２，３  
ロバート・ロディ, ローラ・ロス 著 LGBT 法
連合会 監修 性的指向および性自認等に
より困難を抱えている当事者等に対する法

整備のための全国連合   大月書店 
  
【数学】410-ｽ スウガクって、なんの役に
立ちますか? ヘタな字も方向オンチもなお
る!数学は最強の問題解決ツール  
杉原厚吉 著 誠文堂新光社  
 
【451気象】 
451-ﾀ 雪と氷の図鑑  
武田康男 文・写真 草思社  
 
451-ﾆ トコトンやさしい異常気象の本 
日本気象協会 編 日刊工業新聞社 
メカニズムや過去の事例、地球温暖化によ

る影響や防災について解説。 

 
【昆虫】486-ｲ 昆虫のすごい瞬間図鑑  
一度は見ておきたい!公園や雑木林で探せ
る命の躍動シーン  
石井誠 著 誠文堂新光社 
昆虫たちのそんな決定的瞬間を紹介 
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読書週間がやってきたー！たまには本も読んでみようよ❤ 

朝晩が冷え、夜が長くなってきました。読書の秋本番です。そして、今日から読書週間

が始まります。今年の標語のように、「読みたくてたまらない」、そんな素敵な本に出会っ

てください。図書委員会がイベントもしますので、本に親しんでもらえるとうれしいです。

ｂｙ司書 
 

 

＊新着図書案内＊ 分類、書名、著者名、出版社、内容の順 

 

今年も読書週間がやってきた！ 

10月 27日～11月 9日 

今年の標語は  
『本に恋する季節です！」 

  

H29 古雑誌市 引き換え券 

１１月９日(木)昼休み＆放課後 

1 枚で３冊まで 

💛図書委員会が企画した読書週間イベント 💛 

その 1 恒例の手づくり POP コンテスト 

その 2 恒例の古雑誌市は１１月９日(木)昼休みと放課後 

詳しくは各クラスの掲示されたポスターを見たり、図書委員にお尋ねください。 

POP コンテストの応募は 11 月 7 日（火）までにお願いします。投票は一人、一票です。 

投票期間は 11 月末までの企画ですので、どうぞ気長に参加してください。 

古雑誌市に出る雑誌は、  

オレンジぺージ、Number、日経エンタテイメント、MOE、ナショナルジオグラフィック、

non-no の 2８年７月から２９年６月までに出版された号が対象です。 

 



【49医学】  
490-ﾖ ホスピスからの贈り物  

イタリア発、アートとケアの物語  
横川善正 著 筑摩書房  
 
491-ｽ からだのしくみ ナースの視点 
杉崎紀子 著 ; 神﨑史 絵 朝倉書店 
 
498-ﾆ-2 いのち輝くいい話  

忘れられない看護エピソード 2  
日本看護協会 編 河出書房新社 
 
【土木】515-ﾐ 「橋」と「トンネル」に秘めら
れた日本のドボク びっくり!すごい!美しい! 
三浦基弘 監修 ; 造事務所 編著 
実業之日本社  
 

【環境】519-ﾅ 「想い」と「アイデア」で
世界を変える ゴミを宝に変えるすごい仕組
み株式会社ナカダイの挑戦  
中台澄之 著 SB クリエイティブ 

 

【自動車】537-ﾊ 〈図解〉自動車エンジ
ンの技術  最新オールカラー  
畑村耕一, 世良耕太 著 ナツメ社  
 
【５４7 インターネット】 
547-ｵ 11 歳からの正しく怖がるインター
ネット 大人もネットで失敗しなくなる本 
小木曽健 著 晶文社 
 
547-ﾊ この一冊で全部わかるクラウドの
基本 実務で生かせる知識が、確実に身に
つく 林雅之 著 SB クリエイティブ 
 
【家政学】590-ﾓ 正しい目玉焼きの作り
方 きちんとした大人になるための家庭科の

教科書 
森下えみこ イラストほか 河出書房新社 
 
【596 料理】 
596-ｵ 小麦粉なしでおいしいフランス菓
子 グルテンフリーでカラダにいいことはじ
めました  
大森由紀子 著 誠文堂新光社 
 
596-ｶﾞ 世界のおばあちゃん料理 
ガブリエーレ・ガリンベルティ 著 
河出書房新社  

 
596-ｹﾞ TEA BOOK 完璧な一杯を淹れ
るためのテクニックを紹介 : 世界のお茶・
基礎知識・文化・ブレンド・レシピ 

リンダ･ゲイラード著  誠文堂新光社 

 

596-ｻ お弁当教本  
坂田阿希子 著 東京書籍  
 

596-ﾋ おもしろい!料理の科学 
平松サリー 著 講談社 
 
【農作物】619-ﾕ 図説コーヒー  
UCC コーヒー博物館 著  河出書房新社 
 
【728 書道】 
728-ｱ ただいるだけで  
相田みつを 著 PHP研究所  

心のよりどころになる書と詩を集めました。 

 

728-ｶ 心は天につながっている  
ダウン症の書家、愛と勇気の贈りもの 

金澤泰子 文 ; 金澤翔子 書 PHP研究所 
心を揺さぶる４１作品と、苦しみの中から

立ち上がった母の「祈り」にも似た感動エッ

セイを収録。 

 

【音楽】768-ﾀ 日本音楽のなぜ?  
歌舞伎・能楽・雅楽が楽しくなる 

竹内道敬 著 左右社  

 

【773 伝統芸能】 
773-ｺ 能面の見かた  

日本伝統の名品がひと目でわかる 
小林真理 編著  誠文堂新光社 
 
773-ﾉ 野村万蔵の狂言へござれ 
野村万蔵 著 淡交社 
和泉流狂言師が案内する和楽の世界 

 

773-ﾊ 昭和の能楽名人列伝 
羽田昶 著 淡交社 
 

【78 スポーツ】 
780-ﾏ 「関節力」トレーニング 運動パフ
ォーマンス劇的アップ&故障予防 : 世界
基準の体を作る!  
牧野講平 著 講談社  

 

786-ﾐ 南谷真鈴 冒険の書 
南谷真鈴 著 山と溪谷社 
日本人最年少でエベレストに登頂し、世界

七大陸最高峰を踏破した女子大生・南谷真鈴。

１９歳のスーパーガール、その冒険と生き方

の記録 

 

【茶道】791-ｲ 歌・花・香と茶道  
井上治 著 淡交社  

 

【８言葉】 
801-ﾄ 日米ボディートーク 身ぶり・表
情・しぐさの辞典  
東山安子, ローラ・フォード 編著 三省堂 
 

809-ｲ 世界のあいさつことば学 「こんに
ちは」「がんばれ」「ありがとう」などいっぱい 
稲葉茂勝 著 今人舎  

 

816-ﾀ 大きな字で読む常用辞典手紙
の書き方・日用語  
武部良明, 三省堂編修所 編 三省堂  

 
829-ﾕ ポケットプログレッシブ韓日・日韓
辞典 油谷幸利, ほか 編 小学館  

【837英会話】 
837-ｾ 中学英語で日本を紹介する本 
デイビッド・セイン 著 河出書房新社 
やさしく身につく基本例文と文法を網羅。 

 

837-ｾ 簡単!中学英語でとっさの英会話 
デイビッド・セイン 著 主婦の友社 
段階を追ったＣＤ２枚分のたっぷりトレ

ーニング。 

 

837-ｿ ニュアンスそのまま !日常のこん
な日本語を英語で言いたい こんな英語表
現の本が欲しかった! 
曽根田憲三 著 ベレ出版  

使える表現を、日本語で使われる言い回し

そのまま、同じニュアンスの英語にして紹介 
 
【913日本の小説】 
913-ｼ 僕は上手にしゃべれない 
椎野直弥 著 ポプラ社  

中学の入学式の日、自己紹介の場から逃げ

出した悠太の葛藤と、出会いそして前進の物

語。 

 

913-ﾏ ひかり生まれるところ 
まはら三桃 著 小学館  
赤ん坊のころ、そして思春期と、神社の存

在に助けられて成長した希美。大人になり、

神職として神社で働く希美が、ある日、ご神

木のそばに見たものとは？爽快青春物語。 

 

【エッセイ】914-ﾖ 毎日っていいな  
吉本ばなな 著 毎日新聞出版 
日々が愛おしくなる５０の随筆。 

 
【933英米の小説】 
933-ｸﾞ 魔法の箱 トモダチがくれた宝物 
ポール・グリフィン 作  WAVE出版  

永遠なんて信じていない少年と永遠を信

じたい少女、そしてふたりのことを信じてい

る犬。ふたりと１匹がおこす魔法の物語。 
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