
  
【医学】 

491-ﾆ 人体 神秘の巨大ネットワーク 全 4巻 

NHK スペシャル「人体」取材班 編 日本放
送協会 東京書籍  
有史以来、人類は自らの体を探求し続けて

きた。個々の臓器の役割を解き明かし、それ

ぞれの臓器で働く細胞の機能を知り、それら

を背後から支配する遺伝子の世界にも踏み

込んだ。そして、細胞や遺伝子といった目に

は見えない微小な世界の秘密を探るうち、思

いもよらないひとつの大きな秘密にたどり

着いた。科学＋者たちは語る。「人体の真の

姿は、巨大なネットワークだ」いま、医学の

世界で起きている大転換。最新科学が明らか

にした、驚くべき人体の新たな姿に迫る。 

 
492-ﾔ 災害看護の本質  

語り継ぐ黒田裕子の実践と思想  
柳田邦男, 酒井明子 編著 日本看護協
会出版会 
災害看護の第一人者だった出雲市出身の

黒田裕子さん。看護師として災害看護に尽力

した彼女と生前親交のあった人たちが語る

黒田裕子の実践と思想。 

 
493-ﾋ スマホゲーム依存症  
樋口進 著 内外出版社  
２０１１年に日本で初めて「インターネッ

ト依存専門治療外来」を開設し、日本におけ

るネット依存治療の第一人者として知られ

る医師が、国内外の最新の研究・治療例をも

とに、新たな国民病「スマホゲーム依存症」

からの離脱法をやさしく解説。 
 

498-ﾅ 薬害エイズ事件の真相 
長山淳哉 著 緑風出版 
血友病は男性に発症し、治療用の血液製剤

を通じてエイズウイルスが患者の４０％、 

１５００人ほどに感染、約６００人がエイズ

で死亡した。薬害エイズ事件である。２００

１年、東京地裁は血友病研究の第一人者で薬

害エイズを放置した安部英帝京大学医学部

長に無罪の判決を下し、その後、東京高裁で

裁判そのものが打ち切られ無罪が確定した。

はたして安部は無罪なのか？医学者の著者

が薬害エイズ事件の真相に迫る。 

 
【土木】517-ｵ 知っておきたい水問題 
沖大幹, 姜益俊 編著 九州大学出版会 
水にまつわる様々な問題を多面的に解説。

仮想水と食料自給率、地下水の過剰な汲み上

げと潅漑農業の持続可能性、無謀な開発によ

る河川の「緑藻ラテ」化、水資源をめぐる紛

争と国際法など。 

 

【料理】596-ｺﾞ 後藤加寿子のおせち料理 

後藤加寿子 著 文化学園文化出版局 
 
【単位】609-ﾀ 単位と記号パーフェクトガイ
ド 目で見て実感!くらしで出会う単位と記号
がすぐにわかる  
単位と記号パーフェクトガイド編集チーム 
編 誠文堂新光社  
私たちはくらしの中で、知らないうちにた

くさんの単位や記号に触れている。本書では、

身の回りにあふれている単位や記号を実感

しやすい例を多く取り上げて、詳しく解説。

パッと見て、すぐにイメージできるので、楽

しみながら理解できる。“長さや重さの基準

は、どうやって決まるの？”“シーベルトっ

て、どんな単位？”といった、身近な疑問で

立ち止まった方にオススメ。 

 

【鉄道】686-ｵ 鉄道と観光の近現代史 
老川慶喜 著 河出書房新社 
汽笛一声、ニッポン観光時代到来！初詣も

松茸狩りも温泉もオリンピックも、鉄道で行

こう！鉄道と観光、１５０年の歴史を描く初

の決定版通史。 

 
【７芸術 絵 写真 落語 スポーツ 将棋】 
701-ｽ 筋肉・骨の動きがわかる美術解剖
図鑑  
アンドラス・スンニョギイ, ギョルギ・フェヘー

ル 著  エクスナレッジ  
骨と筋肉がわかると人体の描き方、人体の

構造がわかる。デッサンを学ぶために必要な

詳細なイラスト、解剖図を豊富に掲載。美術

学生および医療関係者必読の書。 

 
709-ｼ 新日本遺産 
 平凡社  
 
726-ﾚ イマジン〈想像〉  
ジョン・レノン 詩 ; ジャン・ジュリアン 絵 ;
岩崎書店  
学生の副読本に、学び直しのきっかけに、

ビジネスに活かすために。今度こそ、英文法

がわかる。コア学習で英文法のなぜ？がわか

る。語や文法の「本質」をつかむことで応用

ができる。「話す」「書く」ための文法力（表

現力）が身につく。表現するためのイラスト

語学書。 

 

727-ｲ 日本字フリースタイル・コンプリー
ト たのしい描き文字 2100  
稲田茂 著 誠文堂新光社  
刊行以来、高い評価を得てきた名著であり、

描き文字の見本帳である『日本字フリースタ

イル７００ １』『同 ２』『同 ３』。その

内容を再編集し、あらゆるスタイルの描き文

字、計２，１１１作品を網羅した復刻版の新

装版。新装版だけの特別付録付。 

『ホッと一息 本と一息』 そんな本と出会いませんか 

11月 9日まで読書週間です。たまには本でも読んでみませんか❤ 

「ホッと一息、本と一息」は今年の読書週間の標語です。 

ホッとできるような本をたくさん用意してお待ちしています。 

図書委員会がイベントもしますので、ぜひ参加してくださいね。ｂｙ司書 
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748-ﾅ めったに見られない瞬間! 
ナショナルジオグラフィック 編著 
日経ナショナルジオグラフィック社 
二見書房  
こんな写真、一生に一度しか撮れない！」

ナショナルジオグラフィック誌カメラマン

の“お宝写真”を一挙公開！ 

 

779-ｱ 落語の名作あらすじ 100 面白く
てよくわかる : 珠玉の古典落語を楽しむ 
青木伸広 著 ; 金原亭馬生 監修 
日本文芸社  
文七元結、芝浜、時そば、居残り佐平次、

寿限無…寄席、落語会で演じられる人気演目

が大集合。 

 

780-ﾚ 歴代オリンピックでたどる世界の
歴史 1896-2016 
「歴代オリンピックでたどる世界の歴史」編
集委員会 編 山川出版社  
１８９６年の第１回アテネ大会のとき、世

界はどんな情勢だった！？オリンピック 

１２０年の歴史をふりかえると、「平和の祭

典」にもボイコットあり、国どうしの対立あ

り、事件あり…。オリンピックをたどれば、

世界の歴史がみえてくる！各大会の特徴や

ハイライトをトピックスとコラムで解説。大

会ごとに当時の国際情勢を詳細な図版で紹

介。 
 

☆786-ｷ 楽しむ!極める!キャンプ完全ガイド 
木村東吉 監修 西東社  
  
796-ｵ 頂へ 藤井聡太を生んだもの 
岡村淳司 編著 中日新聞社 
地元記者が追った将棋界の超新星成長と

進化の軌跡。 

 

【８言葉】 
814-ｺ 大人になって困らない語彙力の
鍛えかた  
今野真二 著 河出書房新社 
必要なことばが「すっと」でてくる！ゆか

いに学べて、一生君を助けてくれる、日本語

教室、始まります。語彙力は暗記では身につ

きません！ 楽しく、ゆかい、だけど本格的。

一生役立つ、日本語を使いこなすための方法

を授けよう。 

 
814-ｻ マンガでおぼえる四字熟語 これ
でカンペキ!  
齋藤孝 著 岩崎書店  
２コマまんがとわかりやすい解説でおぼ

える四字熟語の本。小学生が知っておきたい

四字熟語２５０。 

 

814-ｻ マンガでおぼえることわざ・慣用
句 これでカンペキ!  
齋藤孝 著 岩崎書店  
小学生が知っていたい「ことわざ」と「慣

用句」の意味や使い方を、マンガでわかりや

すく解説。中学受験に出やすいものを選択。 

 

816-ｲ 大学入試小論文をひとつひとつ
わかりやすく。  
伊藤博貴 著 学研プラス 
小論文の書き方を超基礎レベルからやさ

しく解説。豊富なイラスト図解と書き込み式

の問題で、苦手な人でも書けるようになる。

大学入試の小論文の書き方を超基礎レベル

からやさしく解説。真似して書けるようにな

る「小論文の型」と「よく問われるテーマの

知識」を伝授。豊富な図解と書き込み式の問

題で、文章にまとめるのが苦手な人でも必ず

評価される小論文が書けるようになる。 
 

816-ﾃﾞ 論理で書ける小論文 大学入試 
出口汪 著 水王舎  

AO・推薦入試から難関大学入試まで対

応！小論文の学習も、現代文の学習と同様

「論理」がカギになる！小論文問題では、課

題文を読み取る力と、意見を書く力が求めら

れる。そこで必要なものは、論理にしたがっ

て読む力と、論理的に説明する力！小論文の

学習も、現代文の学習と同様「論理」がカギ

になる！ 

829-ｲ 漢字で覚える韓国語 日本人だ
からできる!  
市吉則浩 著 河出書房新社 
韓国語の７割以上は“漢字語”。発音も似

ているから初心者でもかんたん！直感的に

分かるレイアウトでＳＮＳや指差し会話に

も使えます。 

 

834-ｻ マンガでおぼえる英単語 
齋藤孝 著 岩崎書店  
 
835-ﾀ イメージでわかる表現英文法 
田中茂範 [監・著] ; 弓桁太平 著 
学研プラス  
学生の副読本に、学び直しのきっかけに、

ビジネスに活かすために。今度こそ、英文法

がわかる。コア学習で英文法のなぜ？がわか

る。語や文法の「本質」をつかむことで応用

ができる。「話す」「書く」ための文法力（表

現力）が身につく。表現するためのイラスト

語学書 

 

837-ﾆ 日本で外国人を見かけたら使い
たい英語フレーズ 3000 困っている・迷っ
ている外国人観光客に声をかける最初の
一言  
黒坂真由子, カリン・シールズ 著 クロスメ
ディア・ランゲージ インプレス (発売) 
外国人旅行客がキョロキョロと何かを探

したり困ったりしている様子を見て、声をか

けてあげたいと思っても、なかなか最初の一

言が出てこない…。そんな人のための、日本

で使うおもてなし英会話フレーズ集です。今

どきのリアルな日本についての表現ばかり。

会話が弾む話題を盛り込み、読むだけで楽し

い本！ 

 

837-ﾊ 外国人観光客の「Excuse me?」
に応える英会話  
カン・アンドリュー・ハシモト 著 池田書店 
街で話しかけられたときに１００％通じ

るカンタン英会話！使えるフレーズが満

載！自然なスピードの会話ＣＤつき！ 

【913 日本の小説】 
913-ｽ 100年の木の下で  
杉本りえ 著  佐竹美保 画 ポプラ社 
友人関係に悩んでいた６年生の千尋。自由

奔放に見えて、苦手だった祖母とすごした数

日間で、先祖たちの息遣いを感じ、彼女自身

が変わっていく―。立山連峰と栗の木に見守

られて続く家の、１０代の少女を主人公にし

た、ファミリーヒストリー。 

 

913-ﾀ 送り火  
高橋弘希 著 文藝春秋  
少年たちは暴力の果てに何を見たのか？

東京から山間の町へ引っ越した中学三年生

の歩。級友とも、うまくやってきたはずだっ

た。あの夏、河へ火を流す日までは―。第１

５９回芥川賞受賞作。 

 

913-ﾐ ふたつのしるし  
宮下奈都  著 幻冬舎  
美しい顔を眼鏡で隠し、田舎町で息をひそ

めるように生きる優等生の遙名。早くに母を

亡くし周囲に貶されてばかりの落ちこぼれ

の温之。遠く離れた場所で所在なく日々を過

ごしてきた二人の“ハル”が、あの３月１１

日、東京が出会った―。何度もすれ違った二

人を結びつけた「しるし」とは？出会うべき

人と出会う奇跡を描いた、心ふるえる愛の物

語。 

 

913-ﾐ ポイズンドーター・ホーリーマザー 
湊かなえ 著 光文社  
女優の弓香の元に、かつての同級生・理穂

から届いた故郷での同窓会の誘い。欠席を表

明したのは、今も変わらず抑圧的な母親に会

いたくなかったからだ。だが、理穂とメール

で連絡を取るうちに思いがけぬ訃報を聞き

…。（「ポイズンドーター」）母と娘、姉と妹、

友だち、男と女。善意と正しさの掛け違いが、

眼前の光景を鮮やかに反転させる。名手のエ

ッセンスが全編に満ちた極上の傑作集！ 

 
 


