
【情報】007-ｽ ネットと SNS を安全に使い
こなす方法  
ルーイ・ストウェル 著 東京書籍 
ネットやＳＮＳとの安全な付き合い方、

問題を起こすような人と遭遇したときの対

応などをわかりやすく解説。 

【郷土資料】 
092.9-ｽ これでいいのか島根県 
鈴木ユータ, 鈴木士郎 編  
マイクロマガジン社  
神々の住まう出雲に銀山の石見、歴史に

翻弄された隠岐。日本史上目立ちまくる旧

３国からなる島根県。太古の昔から激しい

アップダウンを繰り返してきた島根県の今

を追う。 

【14 心理学】 
141-ｸ 繊細すぎてしんどいあなたへ 
HSP 相談室  串崎真志 著 岩波書店  
怒っている人が怖い、教室に居づらい…。

繊細な気持ちに悩む若い人のために、生き

づらさや傷つきやすさを最小限に抑え、生

きる力として活かす方法をアドバイス。 

141-ﾀ 今日も明日も「いいこと」がみつ
かる「繊細さん」の幸せリスト  
武田友紀 著 ダイヤモンド社 
繊細な人が、繊細な感性で毎日の「いいこ

と」をキャッチし、めいっぱい幸せを味わえ

るようになる本。 

【159 生き方】 
159-ｻ 不機嫌は罪である  
齋藤孝 著 KADOKAWA 
気分をコントロールすることはこころの

運動能力を維持し、仕事や人間関係のパフ

ォーマンスを上げる知的技術。不機嫌の危

険性とともに、不機嫌を出さない技術、不機

嫌をふせぐメソッドを紹介。 

159-ﾀ メシが食える大人になる! 
もっとよのなかルールブック  

高濱正伸 監修 ; 林ユミ 絵  
日本図書センター  
大人になる前に知っておいてほしい大切

なことを５０のルールにして紹介。 

【仏教】188-ﾏ 孤独よ、こんにちは。 
枡野俊明 著 PHP 研究所 
「孤独」と向き合い、本来の自己（自分）

に出会う禅の知恵、一人きりの時間の大切

さを伝える。 

【日本史】210.4-ﾎﾞ  13歳のきみと、戦国
時代の「戦」の話をしよう。  
房野史典 著 幻冬舎  
終わりの見えない戦乱の世、戦国時代の

「戦」と「流れ」を芸人・房野がかみ砕いて

解説。現代人が知っておきたい１０の戦を

取り上げる。 

【伝記】280-ｷ 悩める女子の教室で偉人
が人生を語りだした  
木平木綿 編 学研プラス 
ナイチンゲール、マザー・テレサ、与謝野

晶子ら歴史に名を残した女性たちが、自ら

の人生での失敗や成功から得た教訓を語り

つくす、超・人生サバイバル術。 

【各国事情】302-ﾏ 英語で紹介する日本 
見る・知る・遊ぶ 
松本美江 著 ナツメ社  
温泉の入り方、参拝の手順、寿司の作り方

…。訪日外国人に人気の高い、さまざまな日

本での体験を英語で紹介。外国人にわかり

やすく伝える。 

304-ｽ 未来を生きるスキル 
鈴木謙介 著 KADOKAWA 
「ＡＩで仕事がなくなる」「子どもの教育

が変わる」などのいま起きている変化をテ

ーマに、次の社会を生きるためのスキルで

ある「協働」の価値について述べる。 

【戦争】319-ﾔ これから戦場に向かいます
山本美香 写真と文  ポプラ社  
戦場で何が起きているのかを伝えること

で、いつの日か、何かが変わるかもしれな

い?シリアの戦場で銃弾に倒れたジャーナ

リスト・山本美香のメッセージを写真とと

もにつづる。 

【人口】334-ﾀ 関係人口をつくる 定住で
も交流でもないローカルイノベーション 
田中輝美 著 木楽舎  
関係人口とは、住んでいなくても、地域に

多様に関わる人々＝仲間のこと。島根県が

東京で始めた講座「しまコトアカデミー」を

取り上げ、その概要や、キーパーソンたちの

物語、関係人口のつくり方を紹介。 

【経済】337-ｺ 親子で学ぶお金と経済の
図鑑 
子どものための「お金と経済」プロジェクト 
著 技術評論社  
お金と経済のしくみをわかりやすく解説

した、親子で楽しめるオールカラーの図鑑。 

【３６１社会学】 

361-ｶ 「関係人口」創出で地域経済を
うるおすシティプロモーション 2.0 まちづくり
参画への「意欲」を高めるためには  
河井孝仁 著 第一法規  
定住人口の増加等を主目的としたシティ

プロモーション１．０から、まちに貢献した

いという意欲を高め、関係人口を拡大する

シティプロモーション２．０へと自治体の

取組みを進化させるための手法を紹介。 

361-ﾌ 「小さな拠点」をつくる  
藤山浩 編著 農山漁村文化協会 
人口減少問題対策の次の一手を示す図解

シリーズ。 

【労働】366-ﾌ 障害者とともに働く 
藤井克徳, 星川安之 著 岩波書店 
「障害のある人の労働」をテーマに、人は

なぜ働くかを考え、障害のある人たちが働

いている「ともに働く現場」を紹介。「とも

に働く」にむけて大切なことを伝える。 

【職業紹介】 
366-ﾅ-83 国際公務員になるには 
横山和子著 ぺりかん社 
多国間の共通の利益のために設立された

国際機関の組織や仕組み、国際協力の現場

に身を投じた人々の姿を紹介。 

369-ｻ 子どもを守る仕事  
佐藤 優 ほか著   筑摩書房  
いま、児童福祉の仕事が見なおされてい

る。子どもの成長に関わるすべての職業の

魅力と意義、働き方を考える。 

【37 教育】 
375-ﾅ なぜ、いま小学校で外国語を学
ぶのか 直山木綿子 監修  小学館  
なぜ、いま英語を学ぶのか、英語が小学校

で教科になる意味、大きく変わる中学・高等

学校の外国語教育などについて解説。 

376-ｶ ゼロから 1 カ月で受かる大学入
試面接のルールブック  
神﨑史彦 著 KADOKAWA 

376-ｶ ゼロから 1 カ月で受かる大学入
試志望理由書のルールブック  
神﨑史彦 著 KADOKAWA 

376-ﾅ 採点者の心をつかむ合格する
志望理由書 直前対策にも最適 
中塚光之介 著 かんき出版 
何を書くかで悩まない！ 志望理由書の

考え方、書き方が身につく本。 

376-ﾋ 人口減少社会と高校魅力化プロ
ジェクト 地域人材育成の教育社会学 

樋田大二郎, 樋田有一郎 著 明石書店 
町を活性化させるという「よそ者、若者、

ばか者」とは、どのような人を言うのか、ど

のようにして育つのか。そういった人材を

育てる高校魅力化・活性化事業に指定され

た、島根県の離島・中山間地域の高校の取り

組みを紹介する。 

☆377-ｴ デザイン・クリエイティブ業界を
目指す人のためのポートフォリオ見本帳 
MdN 編集部 編 エムディエヌコーポレーション

業界で採用されたポートフォリオの実例

３２点を紹介。各業界の特徴や、求められる

ポートフォリオについても解説。 

【４９ 医学】 
493-ｼ 発達障害サバイバルガイド 
 「あたりまえ」がやれない僕らがどうにか 
生きていくコツ 47  
借金玉 著 ダイヤモンド社 
お金、うつ、休息、在宅ワーク、食事、生

活環境、習慣…発達障害者の困りごとを全

て網羅！ ＡＤＨＤ当事者が３４年間の「ど

ん底体験」から手に入れた、食べていくため

の生活術を伝授する。 

493-ﾔ こころと身体の心理学 
山口真美 著 岩波書店  
身体とは、自分自身。顔や身体がどのよう

に心と関係するかを実験的に調べる研究を

している著者が、痛みを恐れることなく身

体を動かすこと、痛みを知ること、身体との

付き合い方について伝える。 

497-ｶ 図解でよくわかる歯のきほん  
歯のしくみから病気、予防や治療、美容、
健康、歯科業界まで  
柿本和俊, ほか著 誠文堂新光社 
歯の仕組みと働きをはじめ、歯の病気と

治療、予防とケアなどをやさしく解説する。 

498-ｼﾞ 自分のこころとうまく付き合う方法

アリス・ジェームズ, ほか 著東京書籍 
親や先生は気づかない、友だち、恋、性、

学校やＳＮＳでの人間関係、体の変化、家族

の問題、性とジェンダーへのモヤモヤ…。こ

ころの健康を保つためにはどうすればいい

かを、わかりやすく解説。 

【家政】590-ｵ 近代家庭機器のデザイン史 

面矢慎介 著 美学出版  
「モノのデザイン史」を、１９世紀後半?

２０世紀のアメリカとイギリス、日本にお

ける家庭用機器の発展を事例としてたどる。 

令和３年、始まりました。どんな年にしたいですか？
新年を迎えました。今年もよろしくお願いします。 

締めくくりの３学期の始まりです。自分の将来を見つめて、行動して、過ごしましょう。 
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【食育】596-ﾌ 食べるとはどういうことか 
世界の見方が変わる三つの質問  
藤原辰史 著 農山漁村文化協会 
京大のフジハラ先生と１２歳～１８歳の

中高生による、白熱の「食と農の哲学」ゼミ

ナール。（著者：横田高校卒業生） 

【地域】601-ﾌ 「循環型経済」をつくる  
藤山浩 編著 農山漁村文化協会 
家計調査をベースに、食料品や燃料など

の地域内消費・生産を増やし、お金の流出を

防ぐことで、移住者の仕事を生み出す戦略

を明快に示す。人口減少問題対策の次の一

手を示す図解シリーズ第１弾。 

【農業】613-ﾉ 地球温暖化と日本の農業  

気温上昇によって私たちの食べ物が変わる!? 

農業・食品産業技術総合研究機構 編著 
成山堂書店  
温暖化の引き起こす問題解決に向けて、

農業分野で行われている研究とは何か。 

【726 マンガ】 
726-ｽ-32  コウノドリ 32 
鈴ノ木ユウ 著 講談社  
ベテラン助産師・小松に人生の岐路が訪

れる。そして、ペルソナを訪れた妊婦に、サ

クラはどこか母の面影を感じて…。ペルソ

ナメンバーが未来へと歩き出す！最終巻！ 

726-ｽ-45  ちはやふる 45 
末次由紀 著 講談社  
クイーン戦第二試合。3枚差まで迫るも、

あえなく敗れてしまう。次負けたら、クイー

ンへの道は絶たれる――。 

【726 絵本】 
726-ｱ ゴロゴロゴロゴロ  
あきびんご 作 くもん出版 
ぐっすりねむって、げんきになった雲は、

おれいにおみやげをおいていきますが… 

726-ﾀ くろいの 
田中清代 さく 偕成社  
陽だまりの縁側、押し入れの暗闇、草花の

においや、ふかふかな生きものの毛なみ…

細やかな銅版画で描いたあたたかな世界。 

726-ﾀ なまえのないねこ  
竹下文子 文 ; 町田尚子 絵 小峰書店 
ぼくはねこ。なまえのないねこ。名前を探

す野良猫が見つけた「ほんとうに欲しかっ

たもの」とは？ 

726-ﾀ ぱんつさん  
たなかひかる 作 ポプラ社  
これはいろいろなぱんつをはいた「ぱん

つさん」たちのおはなし。へんてこすぎて、

くせになる！爆笑新感覚えほん 

726-ﾍﾞ 大事なことはみーんな猫に教わ
った スージー・ベッカー 作 径書房 
谷川俊太郎さんの名訳で贈るベストセラ

ー絵本。 

726-ﾔ 金の鳥 ブルガリアのむかしばなし

八百板洋子 文 ; さかたきよこ 絵 
BL 出版  
王に命じられて金の鳥をさがす旅にでた

三人の王子。途中で出会ったおじいさんの

忠告をきいた勇気ある末の王子は… 

726-ﾔ もしもだるまにであったら 
山田マチ 作 福島モンタ 絵 あかね書房 
民芸品や伝統玩具、鬼や神様まで、12の

生きものたちとの関わり方を、赤と青の色

エンピツで描く。 

【アウトドア】786-ｲ 焚き火の本  
猪野正哉 著 山と溪谷社 
テレビ・雑誌などで活躍中の“焚き火マ

イスター”が、焚き火の概念から準備、着火、

活用、片付けまでを写真を使って解説。 

【クイズ】798-ｸ  ヒラメキや考える力が身
につくマッチ棒クイズ  
和田秀樹 監修 実業之日本社 
子どもから大人まで楽しめる伝説のロン

グセラー復活! 

【ことば】807-ｾ 笑う回文教室  
アタマを回してことばであそぼう  

せとちとせ 著 創元社  
回文の先生が教える最強のことば遊びト

レーニング。 

【８１日本語】 
810-ｻ 日本語教師になりたいあなたへ 
佐々木瑞枝 著 小学館  
日本語教育の第一人者が、「外国語として

日本語を教える」ための教授法を、イラスト

と共に詳しくアドバイスする。 

810-ｾﾞ ゼロからスタート日本語  
ひらがな・カタカナ・あいさつから始める 

J リサーチ出版 著 J リサーチ出版 
日本語がまったくゼロの人でも日本語学

習を始められるテキスト。英語・ベトナム語

の対訳も掲載。 

810-ﾔ 「国語」ってなんだろう 
安田敏朗 著 清水書院  
近代の日本で「国語」はどのような意図の

もとにかたちづくられ、どのような役割を

はたしてきたのかを、日本の近代史とから

めながら考察。 

814-ｻ マンガでおぼえる品格のある知
的な日本語  齋藤孝 著 岩崎書店 
生活の中で実際に使う言葉をとりあげ、

「ふつうの言い方」「品格のある知的な言い

方」を、２コママンガと解説とともに掲載。 

816-ﾅ 採点者の心をつかむ合格する
小論文 中塚光之介 著 かんき出版 
評価される小論文の書き方や、実践的な

トレーニング、効率のいい勉強法を紹介。 

816-ﾋ 小論文これだけ! 短大・推薦入試か

ら難関校受験まで 書き方経済・経営編

樋口裕一, 大原理志 著 東洋経済新報社 

累計３０万部！今一番売れている小論文

シリーズで特に人気の「経済・経営編」の書

き方が登場！ 

【８３英語】 
835-ﾁ 中学英語がぜんぶ身につくイラ
スト BOOK オールカラー版 : 英会話のた
めの英文法をイラスト図解で身につける 
髙橋華生子 監修 新星出版社 
英文をつくる基本ルールをオールカラー

のイラストでわかりやすく解説。中学校で

学んだ英文法の基本を説明。 

835-ﾌ マンガでおさらい中学英語  
だいじなとこだけ  

フクチマミ, 高橋基治 著 KADOKAWA 
中１の範囲をベースにした英文法をマン

ガで解説。英語アレルギーの著者の視点で

苦手な人が陥りがちな「つまずき」を解消。 

837-ｶﾞ パンダでおぼえる英会話  
大人も子どもも一生役立つ  

学研プラス 編 学研プラス 
もふもふの赤ちゃんパンダ写真とともに、

英語の会話表現をたっぷり学べる本。役立

つ英会話表現を、パンダ目線の例文で紹介。 

【913 日本の小説】 
913-ｱ-4  わたしの幸せな結婚 4 
顎木あくみ 著 KADOKAWA 
美世を狙う影が迫っていた―。

913-ｲ そして誰もいなくなる  
今邑彩 著 中央公論新社 
名門女子校の式典の最中、演劇部による

『そして誰もいなくなった』の舞台上で、服

毒死する役の生徒が実際に死亡。上演は中

断されたが…。戦慄の本格ミステリー。 

913-ｵ とわの庭  
小川糸 著 新潮社  
帰って来ない母を〈とわ〉は一人で待ち続

ける。〈とわ〉に力を与えてくれたのは、ピ

アノの音、手製の雑巾、犬のジョイ…。草木

や花々、鳥の声。生命の力に支えられ、光に

守られて生き抜く少女を描く。 

913-ｵ もしかしてひょっとして 
大崎梢 著 光文社  
損得を考えずに動いて、余計なトラブル

やたくらみに巻き込まれて、お人好しが右

往左往。誤解も悪意も呑み込んで、奇妙な謎

を解き明かせ！ ６つの短編ミステリ。 

☆913-ｼ  契約結婚はじめました。  
椿屋敷の偽夫婦  

白川紺子 著 集英社  
寿町４丁目にある通称〈椿屋敷〉には夫婦

が暮らしている。小説家で町の相談役でも

ある「若隠居」こと柊一と、その妻・香澄。

実はこの二人は、偽装夫婦…。事情を知らな

いご近所さんは夫婦に相談事を持ち込み…。 

913-ｼ 氷の仮面  
塩田武士 著 講談社  
少年の胸に芽生えた同級生男子への恋心。

小さな希望すらも打ち砕かれる人生。仮面

の下、ずっと女の子になりたかった…。繊細

な心理描写で究極の性の苦悩を描いた長篇

小説。 

913-ｼ 妖星は闇に瞬く  
篠原悠希 著 KADOKAWA 
金椛国春秋シリーズ第7弾！ 

913-ｼ 鳳は北天に舞う  
篠原悠希 著 KADOKAWA 
金椛国春秋シリーズ第８弾！ 

913-ｼ あの花が咲く丘で、君とまた出会
えたら。 汐見夏衛 著  スターツ出版 
家を飛び出した中２の百合。目をさます

とそこは戦時中の日本だった。偶然通りか

かった彰に助けられ、彼に惹かれていく。し

かし、彼は特攻隊員で、ほどなく命を懸けて

戦地に飛び立つ運命だった…。 

913-ｽ この気持ちもいつか忘れる 
住野よる 著 新潮社  

退屈な日常に絶望する高校生のカヤは、

ある日、爪と目しか見えない異世界の少女

と出会う。互いの世界のシンクロに気づい

た２人は、ある実験を始め…。 

913-ｾ 夜明けのすべて  
瀬尾まいこ 著 水鈴社 
ＰＭＳ（月経前症候群）でイライラが抑え

られない美紗は、パニック障害で生きがい

も気力も失っている山添に当たってしまう。

だが、おせっかい者同士のふたりは…。暗闇

に光が差し込む、心に優しい物語。 

913-ﾌ 一瞬を生きる君を、僕は永遠に
忘れない。 冬野夜空 著 スターツ出版 
クラスの人気者・香織から専属カメラマ

ンに任命された輝彦。突如始まった撮影生

活は、自由奔放な香織に振り回されっぱな

し。しかしある時、彼女が明るい笑顔の裏で、

重い病と闘っていると知り…。 

913-ﾌ-12 ハイキュー!!ショーセツバン!! 12 

古舘春一, 星希代子 著 集英社 
高校バレー生活に一区切りがついた烏野

高校排球部。日向は単身ブラジルへ旅立つ

ことを決め、影山はプロの世界に進もうと

していた。彼らを間近で見てきた谷地は…。 

913-ﾑ 西由比ヶ浜駅の神様 
村瀬 健 著 KADOKAWA 
鎌倉で快速電車が脱線し、多くの死傷者

が出てしまう。 事故から二か月ほどたっ

た頃、嘆き悲しむ遺族たちは、ある噂を耳に

する。愛する人と再会した彼らがとる行動

とは･･････。号泣必至の感動作。 

☆913-ﾔ あのコの夢を見たんです。  
山里亮太短編妄想小説集  
山里亮太 著 東京ニュース通信社 
旬な女優・アイドルをモデルに山ちゃんが

妄想をして、小説として執筆してきたこの

60 本の中から人気の高かったストーリー

16本を厳選、加筆・修正を1冊に。 

【エッセイ】914-ｵ ぷかぷか天国  
小川糸 著 幻冬舎  
満月の夜だけ開店するレストランでお月

見をしたり、三崎港へのひとり遠足を計画

したり、ベルリンで語学学校に通ったり…。

自分の気持ちに素直に、日々を自由に自然

体で生きる著者による日記エッセイ。 


