
☆【哲学】100-ｶ 哲学はなぜ役に立つのか? 

萱野稔人 著 サイゾー
金融危機、日中関係、再分配、資本主義、

死刑、中東情勢―。世界で起こるすべてを概

念で把握し、問題を解決に導く「哲学力」を

養う！気鋭の哲学者が２０のテーマを２０

冊の名著で解読し、「哲学思考」を鍛える入

門書。 

【222 中国史】 
222-ﾐ 史記<列伝>
水沢利忠 著 ; 佐川繭子 編 明治書院 
『史記“列伝”』は、深く歴史に関わり、

後世忘れることのできない多様な人間像が、

ドラマチックに描かれたものである。地位の

高低、事の成否を問わず、大臣・将軍・学者・

商人から侠客・刺客にいたるまで、一代で名

声を馳せ、あるいは不遇に生涯を終えたとし

ても後世に名を残すような人物を取り上げ

ている。 

【地理】292-ｶ 空白の五マイル チベット、
世界最大のツアンポー峡谷に挑む 

角幡唯介 著 集英社
チベットのツアンポー峡谷に挑んだ探険

家たちの旅を追い、筆者も谷を踏破。もう一

度訪れたいと再び挑むが、想定外の出来事の

連続に旅は脱出行と化す。第８回開高健ノン

フィクション賞受賞作。 

【311 政治】 
☆311-ｶ カネと暴力の系譜学  
萱野稔人 著 河出書房新社 
「生きていくためにカネが必要だ」この単

純な事実から出発して社会を動かす二つの

力＝カネと暴力を中心にすえると国家・資本

主義、そして労働が新しいかたちで見えてく

る。それらの戦慄すべき本質をあきらかにし

て二十一世紀の思想家の誕生を告げた、いま

こそ読まれるべき名著が復活。 

☆311-ｶ 成長なき時代のナショナリズム  
萱野稔人 著 KADOKAWA 
パイが拡大することを前提につくられて

きた近代社会が拡大しない時代に入った２

１世紀、国家と国民の関係はどうなっていく

のか。排外主義や格差の拡がりで新たな局面

をみせるナショナリズムから考察する。

【社会】361-ｵ 5 日で学べて一生使える 
プレゼンの教科書  

小川 仁志 著 筑摩書房 
プレゼンは、これからの社会で誰もが身に

つけるべき、欠かせないスキル。自分の言葉
を届けたい。人の心を揺さぶりたい。言葉の

力で世の中を変えたい。そんな望みをもつ君

たちに贈るアドバイス満載。授業発表からビ

ジネスまで、必携の入門書。 

【職業案内】 
366-ﾅ-別 23 証券･保険業界で働く 
生島 典子 著 ぺりかん社 
お金を取り扱い社会と経済を支える！経

済や社会の動きを注視しながら必要な情報

を収集し、日本経済において非常に大きな役

割を担う、証券・保険業界の実際から“なり

方”までくわしく解説！ 

【37 教育】 
371-ｶ 大人になる前に知る命のこと  
心と体の変化・思春期・自分らしく生きる

加納尚美 編著 ぺりかん社 
生きること、心とカラダ、恋愛・性の多様

性（ＬＧＢＴ）。１０代が直面する心・身体・

性の悩み。助産師などの専門家が、命の尊さ、

性の本当のこと、多様性を尊重し自分らしく

生きることの大切さを伝える。 

376-ｻ 獣医学部 大学学部調べ  
中高生のための学部選びガイド 

斉藤 智 著 ぺりかん社 

学部で学ぶことやキャンパスライフ、卒業

後の進路までを、実際に取材して、わかりや

すく説明していくよ！ 

376-ﾀ 教授だから知っている大学入試
のトリセツ  
田中 研之輔 著 筑摩書房 
2020 年、大学入試は、一体どう変わる

の？ＡＯ・推薦入試にはどういう対策をすれ
ばいいの？ただ暗記するだけでは答えられ
ない、思考力・表現力が求められる入試へ
立ち向かうために。

376-ﾃ きょう、ほいくえんでね…!!  
保育士てぃ先生のつぶやき日誌

てぃ先生 著 マガジンハウス 
発想力・想像力・感性…大人が子どもに気

づかされる。ハートフルエピソード６６ ｉ

ｎ 保育園。ほっこり＆泣けてくる…子ども

たちとのキュンキュンエピソード満載！ 

【49 医学】 
492-ﾑ 在宅無限大  

訪問看護師がみた生と死  
村上靖彦 著 医学書院
病院によって大きく変えられた「死」は、

いま再びその姿を変えている。現在の在宅死

は、かつてあった看取りの文化を復活させた

ものではない。先端医療が組み込まれた「家」

という未曾有の環境のなかで、訪問看護師た

ちが地道に「再発明」したものである。著者

は並外れた知的肺活量で、訪問看護師の語り

を生け捕りにし、看護が本来持っているポテ

ンシャルを言語化する。「看護がここにある」

と確かに思える一冊。 

7月 7日の七夕にちなみ七夕飾りをしています。
短冊に願い事を書いて、笹に飾って、お願いしてみませんか。

念ずれば、願いは届く･･･かもしれませんよ❤

今月末まで図書館前で飾ります。暑き夏、読書にて涼を得よ！
先週ようやく梅雨入りしましたね。今年の夏の天候はどうなるでしょうね。 
さて、今の時期は試験も終わって、気持ちに余裕のあるいい時です。涼しい図書館には
面白い本も待っていますよ。展示ケースには「ニッポンのアツイ夏に読んでほしい本」と
題して選んだ、見た目が涼しい本、こわ～い話を用意しました。館内には感想文におすす
めの本などのコーナーを用意しています。夏休み前の今だからこそ、心おきなく本を読み
ませんか？終業式までにもう一回、新着案内を出す予定です。お楽しみに❤
夏休みの長期貸出は１９日（金）からです。 ｂｙ司書 
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498-ﾅ 「敏感すぎていつも不安」なのは
「HSP」かもしれません  
長沼睦雄 著 PHP 研究所 
ＨＳＰ（敏感気質）によって身のまわりの

ことや、特に「人間関係」「おつき合い」が

うまくいかず悩んでいる女性に向けた、心と

体の労わり方、気持ちの持ち方、切り替え方

の処方箋を、具体的なケース例とかわいいイ

ラストでわかりやすく解説。 

【6 産業】 
602-ﾓ 衰退産業でも稼げます 
 「代替わりイノベーション」のセオリー 

藻谷ゆかり 著 新潮社
東大卒・ハーバードＭＢＡの起業家が信州

の「ド田舎」に移住して見つけた「経営の骨

法」。 

645-ｻ しあわせの牛乳  
牛もしあわせ!おれもしあわせ!  

佐藤慧 著  安田菜津紀 写真 ポプラ社 
岩手県岩泉町にある「なかほら牧場」。一

年を通して牛が山で放牧されている日本で

もめずらしい牧場です。牛たちは自然の草を

食べ、山でうんちをし、そのうんちを栄養に

して草が育つ。牛と山と人がともに生きる環

境があります。牧場長の中洞正さんは、なぜ、

こんな牧場をつくったのでしょうか。アニマ

ルウェルフェア（動物福祉）認証農場国内第

一号！山で牛を育てる牧場・なかほら牧場が

できるまでの物語。 

【726 マンが】 
726-ｲ ベルサイユのばら 全 5 巻 
池田理代子 著 集英社
革命の嵐に揺れる18世紀のフランス。美

貌の女性騎士・オスカルと従者アンドレの愛

は時代の波に翻弄されて…。王妃マリー・ア

ントワネットの悲劇を織りまぜて描く感動

巨編！ 

726-ｺ-30 あさひなぐ 30  
こざき亜衣 著 小学館

インターハイ個人戦、全国から集まった精

鋭たちはトーナメントの中央へ進むにつれ、

一人ずつコートから去ってゆく。すべては絶

対王者・戸井田奈歩と闘うために。左脚に故

障を抱えた真春、激戦の行方は!? 

726-ｽ-27 コウノドリ 27  
鈴ノ木ユウ 著 講談社  
病院内で問題発生！医療安全管理者、出動。

元救命看護師・磯野エイキチの板挟み奮闘記。 

【８言語】 
809-ﾌ 議論のレッスン 新版 
福澤一吉 著 NHK 出版 
議論にも、スポーツと同様にルールがある。

本書を読めば、国会中継、テレビ討論、ニュ

ース番組を見る目が一変。友人との会話も、

会社の会議も、自由自在にコントロールでき

る。噛み合わない不毛な議論にオサラバを！

ロングセラーの旧版に新たな図版・事例を付

して、大幅な加筆を施した決定版。 

810-ｼ 一日の言葉、一生の言葉 
 旧暦でめぐる美しい日本語  

白井明大 著 草思社  
一日という小宇宙の言葉、月とともにめぐ

る一月の言葉、一年また一年と暮らしていく

言葉、生きている命を肯定する一生の言葉。

いい言葉と出会うと、うれしくなる。折々の

情景や風物にまつわる、さまざまな言葉にふ

れる本。 

869-ﾌﾞ ブラジル・ポルトガル語 
ひとり歩きの会話集 
JTB パブリッシング 
充実の 1309 フレーズ収録！言い放しで

即、通じる。見せて伝える明解イラスト 

【913 日本の小説】 
913-ｱ 逃げ出せなかった君へ 
安藤祐介 著 KADOKAWA  
ブラック企業に入社した三人の同期、大友、

夏野、村沢。早朝から深夜まで個人宅や企業

への飛び込み営業を命じられ、休む間もなく

会社に泊まり込む毎日。心身共に疲弊しきっ

た三人は、ある日思い立って深夜の居酒屋に

向かう。非人間的な毎日のなか、一杯の生ビ

ールで久しぶりに人間らしく笑い合えた三

人だったが、極悪上司に目を付けられて過酷

な追い込みにあった夏野は―。命と仕事の６

つの物語。 

913-ｱ ショートショートドロップス 
新井素子 編 キノブックス 
女性作家による珠玉のショートショート

アンソロジー！短くて、ずっと心に残る１５

の物語。 

913-ｲ 誰も死なないミステリーを君に 
井上悠宇 著 早川書房
寿命以外の“死”が見える志緒。彼女が悲

しまぬよう、そんな死を回避させるのが僕の

役目だった。ある日、志緒は秀桜高校文芸部

の卒業生４人に同時に“死”の予兆を見た。

“そして誰もいなくならない”ため、僕は４

人を無人島に招待、安全なクローズド・サー

クルをつくった。だが、そこに高校時代の墜

死事件が影を投げかけ、一人、また一人と―

これは、二人にしかできない優しい世界の救

い方。 

☆913-ｺ  妖怪アパートの幽雅な日常  
ラスベガス外伝

香月日輪 著 講談社
古本屋と一緒の世界旅行で、ラスベガスに

来た夕士。そこに千晶先生も合流して、ラス

ベガスの最高で忘れられない夜が始まる。妖

アパファンから読みたいとの声が多かった

夕士の世界旅行。その全貌が明らかになる特

別編が、ついに登場！読めば、妖アパの面々

の「その後」がよくわかります。 

913-ｼ 金糀国春秋シリーズ 
後宮に星は宿る 
後宮に月は満ちる 
後宮に日輪は蝕す 

幻宮は漠野に誘う 
青春は探花を志す 

 湖宮は黄砂に微睡む 

篠原悠希 著 KADOKAWA
大陸の強国、金椛国を舞台に繰り広げられ

る中華ファンタジー！ 

【外国の小説】 
933-ﾄ 百万ポンド紙幣  
マーク・トウェインショートセレクション 

マーク・トウェイン 作 ; 堀川志野舞 訳 ; 
ヨシタケシンスケ 絵 理論社 
「魂を賭したまえ！」「改心したまえ！」

それは悲劇？喜劇？天国それとも地獄…？ 

933-ﾛ 二番がいちばん  
ロレンスショートセレクション

D・H・ロレンス 作 ; 代田亜香子 訳 ;  
ヨシタケシンスケ 絵 理論社  
「いつだって、自分の運命は自分で決める」

招待状さしあげます。劇薬のような愛の先へ。  

933-ﾛ 世界が若かったころ  
ジャック・ロンドンショートセレクション 
ジャック・ロンドン 作 ; 千葉茂樹 訳 ; ヨシ
タケシンスケ 絵 理論社  
「魔術を使うのではなく、頭を使ったんで

す」生きよ！生きのびよ！おこせ、知恵の火

を。 

953-ﾙ 怪盗ルパン謎の旅行者 
ルブランショートセレクション 

モーリス・ルブラン 作 ; 平岡敦 訳 ;  
ヨシタケシンスケ 絵 理論社  
「冒険はいたるところにみつかります」ルパ

ンのいざなう推理うずへ！さあ！ 

983-ﾁ 大きなかぶ 
    チェーホフショートセレクション 
チェーホフ 作 ; 小宮山俊平 訳 ;  
ヨシタケシンスケ 絵 理論社  
「この世は正しくて美しいものばかり」華

よ色よ、こえてゆけ、尊厳なきしぼむ現実を。 




