
【勉強法】002-ﾄ 東大生の勉強法カタロ
グ: 8 人の東大生が教える 100 種類の勉
強法 学研プラス 

性格や専攻が異なる８人の東大生が高校

生のときに実践していた勉強法１００種類

を、暗記・演習・定期テストなど目的・シー

ン別に紹介。 

【生き方】159-ﾀ おやくそくえほん 
 はじめての「よのなかルールブック」

高濱正伸 監修 日本図書センター 
「メシが食える大人」になるための土台

として、小学校入学前後に身につけたい４

２の習慣を紹介した、しつけの絵本。 

【210 日本史】 
210.6-ﾜ 韓国併合 110 年後の真実 条
約による併合という欺瞞
和田春樹 著 岩波書店 
慰安婦や徴用工の問題の出発点である 

１９１０年の韓国併合の合法性、有効性に

ついては考える。 

210.7-ﾆ 樺太地上戦 終戦後 7日間の悲劇

NHK スペシャル取材班 著 日本放送協
会 KADOKAWA
北海道の北、かつて樺太と呼ばれ、約４０

万人の日本人が暮らしていたこの地で、終

戦後、住民を巻き込んだ悲惨な地上戦が行

われた…。国内外の発掘資料とともに、悲劇

の全貌に迫る。 

【289 伝記】 
289-ｻ 憎しみを乗り越えて 

 ヒロシマを語り継ぐ近藤紘子
佐藤真澄 著 汐文社
生後８か月で被爆した紘子は、惨禍で顔

にやけどを負った乙女たちと接する中で、

原爆を落とした米軍兵士への憎悪を募らせ

る。しかし、Ｂ２９戦闘機のパイロットに出

会い…。 

289-ｼ アフリカから、あなたに伝えたい
こと 革命児と共に生きる  
島岡由美子 著 かもがわ出版
タンザニアに３０年以上暮らし、アフリ

カ諸国の真の独立と人々の自立を目指して

まい進している「革命児」こと島岡強とその

妻である著者、由美子。日々の軌跡とたゆみ

ない実践を描きながら、「志をもって生きる」

ことを伝える。 

【世界事情】302-ﾌﾞ  ワイルドサイドをほっ
つき歩け ハマータウンのおっさんたち
ブレイディ みかこ 著 筑摩書房
英国ブライトン在住の著者が、ＥＵ離脱、

競争激化社会などの大問題に立ち上がる中

高年について綴る。 

【31 政治】 
314-ﾔ 有権者って誰?  
藪野祐三 著 岩波書店 
どうせ私の一票では政治は変わらない。

そんな思いを抱く若い世代に向けて、選挙

のしくみや意義をわかりやすく解説。有権

者とはどんな存在なのか、社会に参加する

とはどういうことなのかを考える。 

316-ﾅ 主人公はきみだ  
ライツのランプをともそうよ  

中山千夏 著 出版ワークス
すべての子どもと、子どもに寄りそう大

人にとって、心強い味方となる「ライツ（権

利）」の知恵と勇気を伝える。 

【33 経済】 
332-ﾄ コロナショック・サバイバル  

日本経済復興計画  

冨山和彦 著 文藝春秋
新型コロナウイルスによるパンデミック

で、世界経済は生産と消費の両方を大幅に

抑制せざるをえない情勢。産業崩壊、金融崩

壊、雇用崩壊、経済崩壊の危機との戦いにど

う勝ち抜くかを解説。 

332-ﾓ 進化する里山資本主義 
藻谷浩介 監修 ; ジャパンタイムズ出版 
里山資本主義が提唱されてから７年。実

践者たちへの取材をもとに、各地の里山資

本主義の成功要因を明らかにする。 

333-ﾐ 世界経済図説  
宮崎勇  田谷禎三 著 岩波書店 
新型コロナショックで激動する世界経済

の経済指標は今後どうなるか。 

【36 社会問題】
361-ｺ 嫌いな人がいる人へ 

自分を知って生きやすくなるメントレ
古山有則 著 KADOKAWA
自分のことが嫌いだから、他人からの承

認をもらうことで、自分の存在価値を確か

めてしまう。メンタルトレーナーが、他人軸

から自分軸を取り戻し、「生きやすくなる」

メントレメソッドを紹介する。 

【366 職業紹介】 
366-ﾅ-補 24  福祉業界で働く 
戸田恭子 著 ぺりかん社 
福祉の現場を取材。福祉に関わる仕事を

現場で活躍する人のドキュメントと共に紹

介し、なり方を具体的に解説。 

366-ﾅ-補 26  ゲーム業界で働く 
小杉眞紀, 山田幸彦 著 ぺりかん社 
家庭用ゲームやオンラインゲームを中心

に、最先端の技術、ｅスポーツなどにも触れ、

ものすごい早さで拡大しつづけるゲーム業

界の仕事の実際と「なり方」を解説。 

【36 社会問題】 
367-ｻ ひきこもりのライフプラン 「親亡

き後」をどうするか  
斎藤環, 畠中雅子 著 岩波書店 
親の現在の資産を最大限に活用して、ひ

きこもりの子を生涯にわたって経済的に支

えるライフプランを具体的にアドバイス。 

369-ｵ となりの難民  
日本が認めない 99%の人たちの SOS  

織田朝日 著 旬報社  
自国で起きた戦争や迫害、差別からのが

れるため、他国へ避難する「難民」たち。彼

らはどんな思いで日本へ来て、どんな境遇

で、どんな生活をしているのか。外国人支援

団体の主宰者が日本にいる難民の姿を紹介。 

【37 教育】 
371-ｴ 「さみしさ」の力 孤独と自立の心
理学 榎本博明 著 筑摩書房
自分の内面に目が向かうようになる青年

期。誰とも違う個別性の自覚とともに、痛切

な「さみしさ」が生まれてくる。さみしさの

とは何かをとらえつつ、さみしさを糧にし

て自立という大きな課題に取り組む方法に

ついて考える。 

【376 大学】 
376-ｶﾞ 大学学部案内学部コレクト 
学研プラス 編 ; けーしん 絵 学研プラス
大学の全１６学部をキャラクター化して

紹介。 

376-ｷ 教養学部 中高生のための学部
選びガイド   木村由香里 著 ぺりかん社 
教養学部で学ぶことやキャンパスライフ、

卒業後の進路などを、実際の取材をもとに、

わかりやすく説明する。 

376-ﾌ 高校一冊目の参考書  
行きたい大学に行くための勉強法がわかる 
船登惟希 著 KADOKAWA
勉強に不安を抱く高校生・田中真草。偶然

訪れた古書店との運命的な出逢いから、受

験への考えが一変し…。本当に効率の良い

勉強法が楽しくわかる新感覚参考書。 

379-ﾌ 高校の勉強のトリセツ : 学力を
伸ばしたい人大学に合格したい人のための  
船登惟希, 山下佳祐 著 学研プラス 
高校生必見！高校の勉強の「トリセツ」を

解説。 

【化学】431-ﾔ  身のまわりのありとあらゆ
るものを化学式で書いてみた 
山口悟 著 ベレ出版  
身のまわりにあるものが分子の世界でど

のように成り立っているのか、どのような

働きをもっているのかを解説する。 

【気象】451-ﾌ 天気予報はどのようにつく
られるのか 古川武彦 著 ベレ出版
世界屈指の予測精度を誇る日本の天気予

報。気象および海洋の観測システムからの

流れをわかりやすく解説。 

【46 生物】 

468-ﾜ 実践で学ぶ〈生物多様性〉 
鷲谷いづみ 著 岩波書店  
生物多様性や生態系のはたらきを理解す

るとともに、共生のための道筋を科学的に

探ることも必要。問題解決のための理念や

問題を解説し、実践事例を多く紹介。 

469-ﾆ アフリカからアジアへ  
現生人類はどう拡散したか  

西秋良宏 編 朝日新聞出版
ホモ・サピエンス（現生人類）は、アフリ

カを出て世界にどう拡散したのか。調査、分

析から、ホモ・サピエンス拡散の経緯を解説。 

【昆虫】486-ｶ 博士の愛したジミな昆虫 
金子修治ほか 編著 岩波書店 
ジミな虫たちだって、やってることはス

ゴすぎる！その謎を解いていくワクワクを、

１０人の昆虫博士たちが熱く語る。 

【医学】498-ﾖ あなたの不安を解消する
方法がここに書いてあります。
吉田尚記 著 河出書房新社 
不安とは、相手に受け入れてもらえない

かもしれないというコミュニケーションの

不安のこと。不安は行動でのみ解決する。ど

んな行動が解決を導くのか？「不安解消メ

ソッド」でその方法を具体的に示す。 

学園祭 楽しかったぁ❤
学園祭、いろんな制約があったけど、楽しかったですね。図書委員会の展示も 100 人を超
えるクイズ参加者があり、たくさんの人に見に来てもらえました。古本市も 1650 円の収益
がありました。これは今年の災害の被災地への募金にします。ご協力ありがとうございまし
た。さあ、2学期も楽しく過ごしましょう。 ｂｙ司書
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館内では 防災を意識する
9 月 1日は防災の日でした。地震や台風の被害に備えること、避難生活で必要な

ことを教えてくれる本を集めました。

ガラスケースの中 「行ってみたいな よその星』 
夜空が美しい季節になりました。特に月が。中秋の名月は 10 月 1 日で、まだ先で

すが、月の変わりゆく姿を眺めてみてみませんか？月や星の本が大集合です。 

お知らせ 

新聞コーナーに読売新聞が一日遅
れですが、入りました。全国紙が3
紙そろいました。活用して下さい。 



【５工業】507-ｳ すごいぞ!はたらく知財  
14 歳からの知的財産入門  

内田朋子ほか著  晶文社
著作物、特許、商標、意匠などの知的財産

にかかわる１１の仕事に焦点をあて、知財

を生み出す仕事の奥深さにふれるとともに、

権利や、その正しい利用法を解説。 

【ゴミ問題】518-ｹﾞ 脱プラスチックへの 
挑戦  持続可能な地球と世界ビジネスの
潮流  SDGs 時代の環境問題最前線  
堅達京子  山と溪谷社
なぜ世界は脱プラスチックに積極的なの

か。日本企業の動きは？ 持続可能な地球と

世界のビジネスの潮流を、数々の貴重な証

言や驚きの事実と共に伝える。 

【519 環境問題】 
519-ｲ 追いつめられる海  
井田徹治 著 岩波書店
海水温の上昇、海洋酸性化、プラスチック

ごみ、漁業資源の減少等がこのまま進むと

どうなるか。最新の研究報告やルポから、海

の危機を伝える。 

519-ﾔ 気候危機  
山本良一 著 岩波書店
現在の気候危機は、人間活動が原因の温

暖化ガスの大量排出が主原因である。世界

の状況と、気候危機の打開の見通しについ

て述べる。 

547-ﾓ 5G 次世代移動通信規格の可
能性 森川博之 著 岩波書店  

第５世代移動通信システム（規格）５Ｇ。

その技術的特徴・潜在力はどこにあるのか。

私たちの生活はどう変わるか。どう使えば

よいか。第一人者が疑問に答える。 

【596 料理】 
596-ｲ ベトナムかあさんの味とレシピ  
台所にお邪魔して、定番の揚げ春巻きから
伝統食までつくってもらいました!
伊藤忍, ベトナム大好き編集部 著 
誠文堂新光社
ベトナムの料理自慢のかあさんたちに教

わったレシピを紹介。 

596-ｵ 卵、牛乳、白砂糖、小麦粉なし。
でも「ちゃんとおいしい」しあわせお菓子 
岡村淑子 著 河出書房新社 

596-ｶ 世界一作りやすいおうちスイーツ 
kafemaru 著 KADOKAWA

596-ﾁ チョコレートスイーツ BOOK  
世界一ていねいに教える 

SEIJIN 著  KADOKAWA 

596-ﾊ 魚を一尾、さばけたら!? 濱田美
里のお魚教室 : お刺身から煮魚、自家製
干物や手作り塩辛まで、シンプルレシピ
150 濱田美里 著 河出書房新社 

【726 マンガ】 
726-ｺ-33  あさひなぐ 33 
こざき亜衣 著 小学館

726-ｽ-31  コウノドリ 31 
鈴ノ木ユウ 著 講談社

【726 漫画研究 漫画家】 
726-ｻ さくらももこ『ちびまる子ちゃん』を
旅する  平凡社 
子どもも大人も、誰もが共感する国民的

人気作品「ちびまる子ちゃん」。その作品の

背景を徹底解明し、“昭和”という時代を

ひもとく。 

726-ﾀ おちゃめな生活   
あなたの魔法力を磨く法 

田村セツコ 著 河出書房新社 
自分がしあわせだと思ったら、誰も反対

できません！ 女性に元気を与えつづけて

いるセツコ先生が、不安なときや落ち込ん

だときに効く「魔法のくすり」を紹介。 

【78 スポーツ】 
780-ｻﾞ オリンピック競技おもしろ大全  
雑学総研 著 KADOKAWA
オリンピック３３競技、パラリンピック

２２競技の種目内容やルール、見どころな

どをイラストとともに解説。競技の成り立

ちや選手の本音、試合のどこを見ればいい

のかなど、観戦が楽しくなる情報が満載。 

781-ﾀ 基礎から学ぶ!ストレッチング
谷本道哉, ほか 著 ; 石井直方 監修  
ベースボール・マガジン社  
“筋肉体操”でおなじみの谷本道哉、柔道日

本代表チームフィジカルトレーナーの岡田

隆、スポーツ科学の研究者である荒川裕志、

業界トップを誇る東京大学・石井直方チー

ムが身体に効くストレッチングを紹介！ 

783-ﾊ 平尾誠二を語る  
橋野薫, 込山駿 著  草思社
ラグビーＷ杯大躍進の陰には、この男の

ビジョンがあった！ ５３歳で早世した「ミ

スターラグビー」平尾誠二の情熱と魅力を、

山中伸弥、山口良治、岡村啓嗣、松尾雄治ら

が語り尽くす。 

798-ｲ-1 東大生クイズ王・伊沢拓司の軌
跡 1 (頂点を極めた思考法) 
伊沢拓司 著 ほるぷ出版 

【８1 日本語】 816-ｶ 大学 1 年生の君
が、はじめてレポートを書くまで。  
川崎昌平 著 ミネルヴァ書房 
大学生になったけど、どう勉強すればい

いの？ ノートのとり方、図書館の使い方、

意見のたて方…。大学１年生の「マナブー」

と「カコ」が自分でテーマを決め、資料を調

べて、はじめてレポートを書くまでの成長

物語。 

【中国語】820-ｶ 漢文名文選 高校生
のための古典ライブラリー 故事成語編  
三上英司,ほか 編著 筑摩書房 
有名な故事成語や故事成句の出典となる

漢文を訓点付きで収録。 

【83 英語】 
830-ｾ 英語、苦手かも…?と思ったとき
に読む本 
デイビッド・セイン 著  河出書房新社 
英語という道具をうまく使えば、自分の

存在を世界中に知らせることができる。 

学校英語にまどわされず、自由自在に英語

を扱うコツを伝授する。 

837-ｸ 英語で読むそして誰もいなくなった

アガサ・クリスティー 原著  
 IBC パブリッシング 
アガサ・クリスティーのミステリ小説「そ

して誰もいなくなった」を、読みやすくリラ

イトした英語と日本語の対訳で楽しむ本。 

【９１日本文学】910-ｲ 作家のおしごと  
五木寛之 著 東京堂出版 
小説、作詞、コラム、インタビュー、対談、

紀行文…。半世紀以上にわたる作家として

の歩みを振り返り、こだわりのジャンルと

作品を紹介しつつ創作活動への思いを語る。 

【913 日本の小説】 
☆913-ｱ わたしの幸せな結婚 2・3 
顎木あくみ [著] KADOKAWA 
美しく強い清霞に少しでも追いつきたく

て、勉強を始めた美世。社交デビューを目標

に頑張るのは楽しいことだったが、…。 

913-ｺ 窓  
小手鞠るい 作 小学館
父と離婚し、幼い頃から離れて暮らして

いた窓香の母のノートが、窓香の元に届い

た。ノートには、母がどのように生きていた

のかがつづられていて…。 

913-ｻ 虹いろ図書館のへびおとこ 
櫻井とりお 著 河出書房新社 
あなたの味方が、きっといる?。いじめが

きっかけで学校に行けなくなった、小６の

火村ほのか。辿り着いたおんぼろ図書館で、

みどり色の司書、謎の少年、そしてたくさん

の本に出会い、ほのかの世界は少しずつ動

き出す…。 

913-ｽ 太陽はひとりぼっち 
鈴木るりか 著 小学館  
ある日、家の前に見知らぬビジネスマン

がやって来る。さらに別の日にはやせた老

婆が家の前に座り込んでいて…。高校１年

生作家の書き下ろし全３編を収録 

913-ｾ  青春サプリ。  
[1] 自分がここにいる理由 
[2] いつだってそこに仲間がいる
[3] 乗り越えられない試練なんてない 
[4] 自分を変えてくれる場所
[5] なりたい自分になれる 
ポプラ社  
「今日もがんばろう！」とちょっぴり前向

きな気持ちにしてくれるシリーズ。 

913-ﾄﾞ 夕焼けポスト  
ドリアン助川 著 ポプラ社  
夕暮れ時にだけ姿を現す郵便ポストには、

様々な人から相談の手紙が届く。古今東西

の悩みを受け止めるポストの管理人は、休

まずに返事を書き続けるが…。 

913-ﾇ タスキメシ-箱根-  
額賀澪 著 小学館  
あの眞家早馬が「駅伝」の世界に戻ってき

た！ 大学卒業後、いったんは就職した早馬

は、弱小・紫峰大学駅伝部のアシスタントコ

ーチとして、部員たちと箱根駅伝初出場を

目指すことになり…。 

913-ﾏ 縄紋  
真梨幸子 著 幻冬舎
フリーの校正者・興梠に届いた自費出版

小説の校正紙。それは“縄「紋」時代”に関

する記述から始まる不可思議なもので…。 

913-ﾐ カケラ  
湊かなえ 著 集英社 
あの子は死んだ。大量のドーナツに囲ま

れて。他人の視線と自分の理想。少女の心を

追いつめたものとは？ 「美容整形」をテー

マに、容姿をめぐる固定観念をあぶりだす

心理ミステリ。 

913-ﾑ 魔女たちは眠りを守る 
村山早紀 著 KADOKAWA
古い港町に、若い魔女の娘・七瀬が帰って

きた。かたわらに使い魔の黒猫を連れて? 

懸命に生きて、死んでゆくひとの子と、長い

時を生きる魔女たちの出会いと別れの物語。 

913-ﾓ できない相談 
森絵都 著  筑摩書房
ひとがなんと言おうと、わたしはそれを

我慢しない。日常の小さな抵抗を描いた小

説集。 

【エッセイ】914-ｵ 惚れるマナー  
大下一真, ほか著 中央公論新社 
マナーの難問が大人を磨く！ 人の家の

トイレのマナーから、おばちゃんのマナ

ー、･･･。芸人や作家が日常の小さな悩みと

格闘するエッセイ集。 

【ルポ】916-ｱ 原爆と朝鮮戦争を生き延
びた孤児  
吾郷修司 著 ; 友田典弘 証言 
新日本出版社
９歳のときに広島の爆心地で被爆。家族

を失い、助けてくれた人について韓国にわ

たるも孤児に。そして１４歳で朝鮮戦争に

遭遇し…。２つの戦争を生き抜いた貴重な

体験を伝える。 

【英米小説】933-ﾗ  希望の図書館 
リサ・クライン・ランサム 作 ポプラ社 
1946年、アメリカ。「黒人は、図書館に

入れない」とラングストンの母親は言って

いた。しかし、新しく越してきたシカゴの町

で、ラングストンは、だれもが自由に入れる

図書館を見つける。そこで、自分と同じ名前

の詩人が書いた本と出会い、母親の「秘密」

にふれることになる…。読書の喜びを通じ

て、小さな自信と生きる勇気を手に入れて

いく少年の物語。【スコット・オデール賞】 

返却期限をチェック！期限が過ぎ
ている本は早く返しましょう。 


