
【情報】 

007-ﾌ AI にできること、できないこと 

 ビジネス社会を生きていくための 4 つの力 

藤本浩司, 柴原一友 著 日本評論社 

「動機」「目標設計」「思考集中」「発見」

でＡＩの実態をつかむ。 

【ドイツ史】238-ﾌ ナチスから図書館を

守った人たち 囚われの司書、詩人、学者

の闘い  

デイヴィッド・E・フィッシュマン 著 原書房 

最も激しいホロコーストがあったリトア

ニアの首都ヴィルナ（現在のヴィリニュス）

で、自分たちの文化が踏みにじられるのを許

すまいとした通称「紙部隊」―知識人ら４０

名のユダヤ人たちが命を懸けて闘った、知ら

れざる歴史の記録。全米ユダヤ図書賞受賞！ 

【地理】290-ﾎﾟ ポプラディアプラス 

世界の国々 全 5 巻 

ポプラ社

【旅行】292-ｵ おがっちの韓国さらん本 

本当に知ってほしい!韓国の話

おがっち 著 ハーベスト出版 

韓国通のフリーアナウンサーおがっちが

綴るフォトエッセイ。韓国エンタメの魅力も

徹底解説！ 

【家族問題】367-ｱ 平成家族  

理想と現実の狭間で揺れる人たち

朝日新聞取材班 著 朝日新聞出版

家族の姿が多様に広がった一方、時代の変

化に追いつかない制度やモデル。ときに息苦

しさを覚え、誰もが当事者となりうる、「平

成家族」の実態とは―。

【性問題】367-ｽ ゲイだけど質問ある? 

鈴掛真 著 講談社  

素朴な疑問に答えます！恋の「短歌」とと

もに「ＬＧＢＴ」を知る！すぐそこにある『Ｌ

ＧＢＴ』が身近になる世の中への入門書！ 

【災害対策】 

369-ｲ こどものための防災教室  

災害食がわかる本  

身の守りかたがわかる本  

今泉マユ子 著 理論社  

なにがあぶない？どうやってにげる？命

を守るための行動がわかる！ 

【進路】376-ﾀ 「文系?」「理系?」に迷っ

たら読む本 AI 時代の進路の選び方

竹内薫 著 PHP 研究所 

１５年後の世界で生き残るためには？Ａ

Ｉ到来で社会が激変する！職業を考えるた

めの大学・学部・学科の選び 

【幼児教育】376-ﾔ 保育に役立つ 0・1・2

歳の手作りおもちゃ 年齢別全 130 種 

矢野真 著 成美堂出版 

保育の現場や家庭で使いやすく、身近な材

料でできるおもちゃの作り方と使い方を解

説。年齢別に約１５０種掲載。 

【理系エッセイ】402-ﾜ 南極ではたらく  

かあちゃん、調理隊員になる 

渡貫淳子 著 平凡社

平凡な主婦の料理と生き方を変えた１年

４ヵ月の南極暮らし  

【栄養学】 

498-ｷ ひと目でわかる食べ物のしくみと

はたらき図鑑  

北村真理, 屋良佳緒利 日本語版監修 ; 

千葉喜久枝 訳 創元社

栄養学から生理学、流通まで。「食」を幅

広いトピックから見渡せる、ビジュアル図鑑。 

498-ｼﾞ ダイエットの食品早わかり  

食品のエネルギーランキング決定版!  

女子栄養大学出版部 編  

女子栄養大学出版部

健康的にダイエットするために役立つ。 

498-ﾏ 世界一さら～っとわかる栄養学 

からだと栄養のしくみ 

松田早苗 監修 高橋書店 

効率のよい栄養の取り方がわかる！ダイ

エットにおすすめの栄養素もまるわかり。不

調を防ぐ食べ方を紹介！ 

【医療】498-ｺ 空飛ぶ院長、医療過疎を

救う! 青森ドクターヘリ劇的救命日記 2 

今明秀 著 毎日新聞社

へき地医療に挑む若き救命救急医たちの

迫真のドキュメントである。 

498-ﾌ みんなのストレッチ 1日3分!膝・

腰・肩しつこい痛みから解放される : 永久

保存版

フィジカルトレーナー協会 著  講談社 

肩凝り、腰痛、膝の痛み、ランニング障害

…。症状別ＩＮＤＥＸで、気持ちよく伸びる

自分に必要なストレッチが必ず見つかりま

す。ストレッチの動きがわかる無料動画付き。 

秋の夜空を眺めてみたら･･･  
暦の上ではとっくに秋なのに、暑い日が続きますね。秋といえば、お月見の季節。今年の中

秋の名月（旧暦の 8 月 15日）は９月 13 日、明後日です。これからしばらくは夜空がきれい

な季節です。月や星空を眺めたり、虫の声に耳をすましてみると、ココロがちょっと落ち着きま

すよ。夜風で体を冷やしすぎないよう気をつけて夜空を眺めてみませんか。 

夏休み前に借りた本は期限が過ぎています。かえしてくださいね。  ｂｙ司書
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＊＊こんなコーナー作っています＊＊ 

入口は 9 月 20 日の動物愛護週間に 

ちなんだコーナーをつくっています。 

館内では 9月 1日防災の日

１９23 年 9月 1 日の関東大震災を 

教訓に防災の日に制定されました。 

災害はいつどこで起きるか分かりません。 

どうしたらよいか、日頃から考えておき 

ましょう。参考にしてください。 

ガラスケースの中 

行ってみたいな、よその星

月をはじめ、夜空の星を観察

する絶好の季節。その参考にな

る本や火星や小惑星探査機「は

やぶさ」の本などを集めてみまし

た。宇宙にはロマンがいっぱい！ 



【建築】524-ｺ  絵でつづる塗り壁が生ま

れた風景 左官仕事のフォークロア

小林澄夫 文 ; 村尾かずこ 絵 

農山漁村文化協会 

各地に残る土俗的な土壁や土蔵、左官仕事

の現場、石灰焼きの窯の跡などを訪ね、そこ

で用いられた技術や素材の魅力を絵と文で

つづる。 

【自動車】537-ﾓ モビリティと人の未来

自動運転は人を幸せにするか  

「モビリティと人の未来」編集部 編 平凡社 

自動運転の実用化が私たちの生活に与え

る影響は、自動車そのものの登場をはるかに

超える規模になる。いったい何が起こるのか、

各界の専門家が領域を超えて予測する。生活、

都市、産業に与えるインパクトとは？ 

【製鉄】564-ｶ たたら製鉄の歴史 

角田徳幸 著 吉川弘文館 

日本独自の製鉄法、たたら。生産地の移動

や製鉄技術の革新からその発展を探り、「海

のたたら、山のたたら」の視点で多様性を明

らかにする。近代化のなかで果たした役割を

考え、産業や暮らしを支えた、たたらの実像

に迫る。 

【放送】699-ﾆ 世界の国境を歩いてみた

ら… 行かなきゃわからない国境のサプライ

ズ!

「世界の国境を歩いてみたら…」番組取材

班 著  河出書房新社  

日本人になじみの薄い、国境周辺という特

殊な状況で懸命に生きる人々と、島国ニッポ

ンからやってきた旅人との交流が巻き起こ

す、笑いあり涙ありの人間ドラマ！ 

【絵本】 

726-ﾖ 思わず考えちゃう

ヨシタケシンスケ 著 新潮社

電車で、カフェで、自分の家で。「ついつ

い考えすぎちゃう」ヨシタケ氏がスケッチと

共に書きとめた、まじめーな事から、世にも

下らぬ事まで。「読むとクスッとしてホッと

してちょっとイラッとする」スケッチ解説エ

ッセイ！ 

726-ﾖ ころべばいいのに  

ヨシタケシンスケ 作 ブロンズ新社  

きらいな人がいてもいいんじゃない！ 

ヨシタケシンスケ流こころの処方箋。イヤな

気持ちって、自分ではどうしようもないどし

ゃぶりの雨のようなもの。そんなときは

ね・・・！ 

【スポーツ】780-ｴ NSCA高校生のための

体力トレーニングマニュアル . : 写真と動画

でよくわかる!  

 NSCA ジャパン 編著 

ベースボール・マガジン社

、高校生に効率的でかつ安全なトレーニン

グの実施方法を、世界でもっとも実績のある

トレーニングコーチ養成機関・ＮＳＣＡが解

説。全エクササイズ、動画つき！トレーニン

グ現場で、写真横のＱＲコードを読み取れば

スマホの画面で、お手本が動き出す！！ 

780-ﾆ まるわかり!パラリンピック 全 5 巻 

日本障がい者スポーツ協会 監修 

文研出版  

783-ﾌ ソフトボールの戦い方  

福田五志 著 ベースボール・マガジン社 

シチュエーション、ポジションごとの動き

方がくわしくわかる！次の展開をイメージ

できる戦術の新しい教科書。「マルチアング

ル解説」で一つの局面をさまざまな角度から

図示。戦い方を想像できる。写真ではなく立

体的な図版を使用。要点を鮮明に理解できる。 

【８ 語学】 

813-ｲ 小学館四字熟語を知る辞典 

飯間浩明 編 小学館

813-ｴ 小学館故事成語を知る辞典

円満字二郎 編 小学館 

814-ﾔ 13 歳からの「気もちを伝える言

葉」事典 語彙力&表現力をのばす心情語

600

矢野耕平 著 メイツ出版 

論理的な思考、コミュニケーション力、Ｔ

ＰＯによる使い分け。 

816-ｵ 中高生からの論文入門

小笠原喜康, 片岡則夫 著 講談社 

探究力・構築力・表現力を磨くには？論文

術・図書館学習の第一人者がわかりやすく解

説。学校の探究学習、卒業論文、新・大学入

試対策にも最適！ 

【文学】901-ｽ 何がなんでもミステリー作

家になりたい!  

鈴木輝一郎 著 河出書房新社 

ミステリーを書くための具体的、実践的な

テキストが満載！ 

【913 日本の小説】 

☆913-ｲ 死神うどんカフェ 1 号店 別腹

編☆ 

石川宏千花 [著] 講談社

奇妙な依頼が、“死神うどんカフェ１号店”

に持ちこまれる。霊の存在を信じない星海九

嵐たち死神は、真相の解明に乗り出すが

…！？待望の番外編！ 

913-ｲ はんぶんこの、おぼろくん 

犬飼鯛音 著 KADOKAWA

高校生になった小春は生まれて初めて恋

をした。隣の席の“おぼろくん”。体は男の

子、心は女の子…女装して歩くおぼろくんの

助けになりたくて、小春は兄の美容院へ彼を

連れて行く。恋心を伝えられないまま、小春

とおぼろくんは徐々に距離を縮めていく―。

913-ｳ キリの理容室  

上野歩 著 講談社  

お金を稼げて、女性も通える理容店を開

く！子供の頃からの有望を叶えるべく、理容

専門学校を卒業したキリの日常を描く。 

☆913-ﾅ からくさ図書館来客簿  

第 2 集、第 3集、第 4集 

仲町六絵 [著] KADOKAWA 

京都の一角にある「からくさ図書館」は、

優しげな館長さんと可憐な少女が二人きり

で切り盛りする、アットホームな佇まいの私

立図書館。悠久の古都で綴られる、ほろ苦く

も温かいライブラリ・ファンタジー。 

913-ﾇ イシイカナコが笑うなら 

額賀澪 著 KADOKAWA  

どの生徒にも慕われるスーパー教師の菅

野。しかし、内心にはいつも虚しさが渦巻い

ていた。そんな彼の前にかつての同級生の幽

霊、イシイカナコが現れる。ほろ苦くあたた

かい「二度目の成長」物語。 

913-ﾐ いけない  

道尾秀介 著 文藝春秋  

ラスト１ページが暴き出すもうひとつの

“真相”をあなたは見抜けるか？ 

913-ﾓ 5 分後に思わず涙。  

世界が赤らむ、その瞬間に  

青い星の小さな出来事 

桃戸ハル 編著 学研プラス 

大人気シリーズの「涙」版。 

「意外な結末」を保証！ 


