
【002 知識】 
002-ｻ 小学生なら知っておきたい教養
366 1 日 1 ページで身につく! 
齋藤孝 著 小学館  

思考力、理解力、語彙力が育ち、グングン

頭がよくなる！ 言葉、芸術、自然と科学な

ど７つのジャンルから選んだ、小学生のうち

に知っておきたいことをクイズ形式で紹介

する。教養が身につく本。 

 

002-ﾄ 探究に役立つ!学校司書と学ぶ
レポート・論文作成ガイド  
東京都立高等学校学校司書会ラーニング
スキルガイドプロジェクトチーム 編著 
ぺりかん社  

次回の学習指導要領改訂で導入される「探

究学習」で学校図書館はどんな役割を果たせ

るのか。テーマ決めから完成まで、学校図書

館を最大限に活用してレポート・論文を書き

上げるための基礎知識とノウハウを大公開。 

 

【郷土】092.9-ｶ 山陰の戦国史跡を歩
く 島根編 
加賀康之 著 ハーベスト出版 

元気な日のサイズを測る、あなたの励まし

の効力をはかる、本能と理性の温度差を計る、

恋のにわか雨の雨量を測る…。数字では表せ

ない感情や言葉、出来事の質や重みを、一行

詩とユーモラスな絵で紡ぐ。 

【14 心理】 
146-ｵ マンガでわかる認知行動療法 
大野裕 著 池田書店  

行動の振り返り方、問題を解決する技法、

怒りと不安を管理する方法…。認知行動療法

的アプローチを地域や企業、学校などのここ

ろの健康増進のために活用するポイントを、

マンガでわかりやすく解説する。 

 

146-ｼ-2019 心理カウンセラーをめざす
人の本 '19 年版 成美堂出版 

カウンセラーの仕事の見つけ方から、心理

療法のいろいろ、カウンセリング関連の資格、

知っておきたい心理学の基礎まで、心理カウ

ンセラーをめざす人に役立つ情報を紹介。 

 

【生き方】159-ｻ ヤワな大人にならない!
生きかたルールブック  
齋藤孝 監修  日本図書センター 

強くしなやかに人生を生きるために、いま

こどもたちに届けたい”生きるヒント”を、

50 の「いきかたルール」としてまとめまし

た。シンプルだけどまっすぐに胸にとどくこ

とばと、ユーモアあふれるイラストの組み合

わせが楽しい１冊 

 

【伝記】289-ﾏ 彼女が大工になった理由
(わけ)  
ニナ・マクローリン 著 エクスナレッジ 

自分らしい人生って何か、どうしたらわか

るんだろう？ パソコンの前で過ごす日々に

疲弊していた３０代の女性ジャーナリスト

が、新しい自分を見つけるまで。大工のメア

リーのもとで見習いとして奮闘した日々を

綴る。 

 

【経済】332-ｶ 平成経済衰退の本質 
金子勝 著 岩波書店 

バブルとバブルの崩壊から始まり、その後

の「失われた３０年」は日本の産業競争力を

決定的に落とした?。未来を先取りした政策

提案を行ってきた著者が、反グローバリズム、

脱原発成長論などをキー概念に、平成時代を

総括する。 

 

【366 職業案内】 

366-ﾅ-154 講談師・浪曲師になるには 
小泉博明, 稲田和浩 著 ぺりかん社 

独特な語りの魅力で人気復活の兆しを見

せている講談師・浪曲師の世界を紹介。その

歴史や現状、師匠選びから入門、真打にいた

るまでの道のりも詳しく解説する。女性講談

師や夫婦で活躍中の浪曲師・曲師らのドキュ

メントも収録。 

 

366-ﾅ-56 幼稚園教諭になるには 
大豆生田啓友 著 ぺりかん社 

子どもに寄り添い、保護者と連携しながら、

その成長を支える幼稚園教諭。社会や家庭環

境の変化をふまえ、幼児教育の現状、仕事の

実際と〈なり方〉を解説する。先輩たちのド

キュメントも収録。改訂版 

 

【性の問題】367-ｶ 大人になる前に知る
性のこと 他人を尊重し、自分を大切にする 
加納尚美, 鈴木琴子 編著 ぺりかん社 

恋愛や妊娠・出産など、人生で直面する「性」

への疑問に答え、「性」との向き合い方を伝

授。医療機関・相談窓口の利用の仕方、性感

染症や性暴力などへの対処法も解説する。

「大人になる前に知る命のこと」の姉妹本。 

 

【保育】369-ｻ 「孤独な育児」のない社会
へ 未来を拓く保育  
榊原智子 著 岩波書店  

ワンオペ育児，産後うつ…。家族の形も変

わる中、「孤独な育児」が日常化している。

保育所やこども園は大きな支えになるのに、

育休中の退園ルールや保育所建設反対はな

ぜ起きるのか。現場を取材し、今後に向けて

提言する。 

 

【教育】378-ﾋ 発達障害 思春期からのラ
イフスキル 
平岩幹男 著 岩波書店  

今のうまくいかない状況を、どうすれば何

とかなる状況に変えることができるのか。そ

のためにはどんな方法があるのか。発達障害

の診断を受けたり、もしかしたら発達障害か

もしれないと思っている人に、専門医がアド

バイスする。 
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図書館でまったり、ほっこり しませんか❤ 
 2 月３日の節分、豆まきしましたか?恵方巻き食べましたか?⿁追っ払っちゃ
いましたか? 昨日は立春、暦の上では春になりましたが、まだまだ寒いですか
ら、図書館でまったりしたり、ストーブでほっこりしてココロもカラダもポッカ
ポカになりませんか?図書館はいつもみなさんの近くにあります。ｂｙ司書 

 
＊新着図書案内＊分類、書名、著者名、出版社、内容の順 ☆リクエスト   

展示コーナーのごあんない 
ガラスケース 
 「プレゼントしたくなるチョコ＆お菓子の料理本とあま～い恋愛小説」 
本を参考にチョコやお菓子を作ってみませんか?小説の中で恋してみませんか? 
 
館内では 2 月 22 日は竹島の日 竹島問題について考えてみよう 

2 月 14 日は図書館へ行こう！ 

何か素敵なことがありますよ❤ 

 



【生物】467-ﾀﾞ 若い読者のための『種
の起源』 入門生物学  
チャールズ・ダーウィン 著 あすなろ書房 

ダーウィンは、どのように独自の思考を組

み立てたのか？ 生物学の礎「種の起源」の

ボリュームを圧縮し、言葉も平易に置き換え

てリライト。歴史的名著のエッセンスを凝縮

したコンパクト版。現代科学の動向に関する

コラム付き。 

 

【49 医学】 
490-ｱ 看取るあなたへ 

 終末期医療の最前線で見えたこと  
秋山正子ほか著 河出書房新社  

人はどのように生き、最期を迎えるのだろ

う？ 終末期医療の最前線に立つ２０人が、

その死生観を綴る。大事な人とともに今を生

きるためのヒントが満載。 

 

498-ｺ 一流の本質  
ずば抜けた成果を出す科学的努力の技術 
児玉光雄 著 SB クリエイティブ 

その気になれば、誰でも一流の仲間入りが

できる。臨床スポーツ心理学、体育方法学、

発達心理学などの研究を幅広く紹介・解説し、

科学的なデータを盛り込みながら、創造性を

発揮するための具体策を紹介する。 
 

【環境】519-ｴ グレタたったひとりのストラ
イキ  
マレーナ・エルンマンほか著  海と月社 

１６歳で世界を動かす気候活動家グレタ。

彼女が「気候のための学校ストライキ」を始

めるまでのことや、人類に迫っている危機

「気候変動」について、グレタの家族が語る。

世界各地での「グレタのスピーチ」も収録。 

 

【農業】612-ﾔ 図解知識ゼロからの現
代農業入門 生産 消費動向 流通 食の
安全 制度 国際情勢  
八木宏典 監修 家の光協会 

「農業とはどのような産業なのか」をはじ

め、日本農業の特質、関連する制度、これか

らの役割、今後の可能性などをわかりやすく

説明。さらに、米、野菜、畜産といった作目

別の現状や将来方向もやさしく解説する。 

 

【絵本】726-ｸ はかれないものをはかる 
工藤あゆみ 著 青幻舎  

元気な日のサイズを測る、あなたの励まし

の効力をはかる、本能と理性の温度差を計る、

恋のにわか雨の雨量を測る…。数字では表せ

ない感情や言葉、出来事の質や重みを、一行

詩とユーモラスな絵で紡ぐ。 

 

【マンガ】 
726-ｽ-29  コウノドリ 29 
鈴ノ木ユウ 著 講談社  

患者に治療へ専念してもらうため、治療以

外の問題をカバーする  医療機関に不可

欠な彼らは、ソーシャルワーカーと呼ばれて

いる。 医療の狭間で悩むすべての患者と向

き合う、治療と並ぶ大事な仕事。 

 

726-ｽ-43 ちはやふる 43 
末次由紀 著 講談社  

アクシデントを乗り越え､憧れの場所・近

江神宮 浦安の間に挑戦者として座った千

早。ついに始まった第一試合。読手は「芹沢

の読みに奇跡なし」と言われる芹沢六段。千

早は大舞台の空気になじまぬまま詩暢の鋭

さに圧倒され、一枚目を逃してしまう。一方

新は、まるで熟練者のような落ち着きを見せ、

名人を苦しめる！かるたの神様が宿る地で

大輪の花を咲かせるのは⁉いざ、尋常に勝

負!! 

 

【e スポーツ】 
798-ｵ みんなが知りたかった最新eスポ
ーツの教科書  
岡安学 著 秀和システム 

２０１８年から急速に知名度が拡大し、一

大ムーブメントとなりつつある「ｅスポーツ」

について、スポンサーから競技者、観客まで

ジャーナリスト視点で全体像を解説する 

 

798-ｷ プロの e スポーツプレーヤーにな
る! 岸大河  河出書房新社  

コンピューターゲームを使って、他の人と

競い合うｅスポーツ。未来のオリンピック競

技とも言われるｅスポーツでプロになって

稼ぐために必要な心構えや方法を、業界トッ

プのメンバーが伝授する。 
 

【文学】902-ｶ 絶望名言 NHK ラジオ
深夜便  
頭木弘樹, NHK〈ラジオ深夜便〉制作班 著 
日本放送協会 飛鳥新社  

絶望に行き当たり、絶望を見つめ、絶望の

中で書き留められた文豪たちの「絶望名言」

から生きるためのヒントを探す。 

 

910-ｼ 文豪どうかしてる逸話集 
進士素丸 著 KADOKAWA 

人を見捨てた“人間失格”太宰治、放浪と

料理が好きな檀一雄…。明治時代から昭和ま

でに活躍した文豪たちの知られざる素顔と

その代表作を、かわいくもおかしな選りすぐ

りのエピソードとともに紹介する。ブログ記

事を書籍化。 

 
【日本の小説】 
913-ｵ 隠す アンソロジー  
大崎梢, ほか著 文藝春秋  

誰しも、自分だけの隠しごとを心の奥底に

秘めているもの?。大崎梢、加納朋子、近藤

史恵など、実力と人気を兼ね備えた１１人の

女性作家たちが、「隠す」をテーマに描いた

短編小説集。 

 

913-ｸ やめるときも、すこやかなるときも 
窪美澄 著 集英社  

忘れられるわけなんかない。僕が生まれて

初めて結婚しようと思った相手のこと。大切

な人の死を忘れられない男と恋の仕方を知

らない女の、切なく不器用な恋の物語。 

ドラマの原作。 

 
 

913-ｻ 予言の島  
澤村伊智 著 KADOKAWA 

かつて一世を風靡した霊能者・宇津木幽子

が〈霊魂６つが冥府へ堕つる〉と予言を遺し

た霧久井島。天宮淳は幼馴染たちと興味本位

で島へ向かうが、島に到着した翌朝、幼馴染

のひとりが遺体となって発見され…。 

 

913-ｼ 思い出とひきかえに、君を 
柴野理奈子 著 集英社  

願いが叶えば叶うほど、2 人のキョリは遠

くなる。キュンとせつない、泣ける恋物語。 

 

913-ﾅ 勿忘草の咲く町で 安曇野診療記 

夏川草介 著 KADOKAWA 
命の尊厳とは何か？ 高齢の患者が多い地

方の小規模病院で、答えのない問いに必死で

向き合う若き研修医と看護師の奮闘を描い

た連作短編集。患者の数だけある生と死の在

り方に悩みながらも、まっすぐに歩みを進め

る２人。きれいごとでは済まされない、高齢

者医療の現実を描く、感動の医療小説！ 

 

913-ﾓ 5 分後に意外な結末ベスト・セレ
クション  
桃戸ハル 編・著 講談社  

５分程度の時間で読めて、ラストにはあっ

と驚く意外な結末が！ ティーンから大人ま

で楽しめるショートショートのベスト・セレ

クション。「赤くなったリトマス紙」「ロボッ

トの銀行強盗」など、書下ろしを含む全２２

編を収録。 

 

【エッセイ】 
914-ｶ もし文豪たちがカップ焼きそばの
作り方を書いたら 青のり MAX  
神田桂一, 菊池良 著 宝島社 

さまざまな文体で「カップ焼きそばの作り

方」を綴る、「もしそば」第２弾！ 

 

 図書カード争奪校内ビブリオバトル大会 3 月 13 日【金】放課後開催！ 

好きな本を持って参加してみませんか。詳しくは図書委員または図書館まで！ 


