
【知識】002-ﾐ  実践自分で調べる技術 
宮内泰介, 上田昌文 著 岩波書店 

複雑で、情報過多な今を整理する！ 調査

の設計から、文献・資料の扱い方、聞き取り

の方法、データの整理、発表や執筆まで、練

習問題を交えながら、調査を意義あるもの

にする手順とコツを詳しく解説。 

 

【００７ 情報科学】 
007-ｲ 人工知能と経済の未来  
2030 年雇用大崩壊  
井上智洋 著 文藝春秋 

ＡＩの発達でほとんどの人が仕事を失う

近未来を、気鋭の経済学者が大胆に予測。 

 

007-ｺ AI の衝撃 人工知能は人類の敵か 

小林雅一 著 講談社  
自動運転車、ドローン、ロボット兵器、雇

用・産業構造、医療・介護、芸術…。次世代

ロボットは、人間社会をどう変えるのか。 

 

007-ﾆ ビッグデータと人工知能  
可能性と罠を見極める  
西垣通 著 中央公論新社 

技術万能主義に警鐘を鳴らし、知識増幅

と集合知を駆使することにより拓かれる未

来の可能性を提示する。 

 
【019 読書案内】 
019-ｻ 忖度しません  
斎藤美奈子 著 筑摩書房  

コロナ禍で露呈したのは、日本には生活

困窮者がこんなにいるということだった！ 

一億総中流は過去の夢。本を読んで考え続

けた５年間の、同時代批評。 

 
019-ﾀ 青春の本棚  

中高生に寄り添うガイドブック  
高見京子著 全国学校図書館協議会 

中高生にもおすすめの絵本、現役中高生

たちが紹介する本も収録。 

 
019-ﾎ モヤモヤしている女の子のため
の読書案内  
堀越英美 著 河出書房新社 

他人に打ち明けづらいモヤモヤを抱えて

いるなら、周囲に知られることなく多様な

価値観に触れられる「読書」がおすすめ。 

「いい子」のふりをすることにうんざりし

ている女の子のために、４４の悩み別に心

が軽くなる本を紹介。 

 

【郷土資料】096-ﾐ-1 みんなでつくる中
国山地 2020 №001 地元から､世界を
創り直す  
中国山地編集舎  

「ポスト 2020」を生き抜くための本質的
なイノベーションを中国山地から。 
 
【生き方】159-ﾀ 中高生の悩みを「理
系センス」で解決する 40 のヒント 
竹内薫 著 PHP 研究所 

「理系センス」を身につけ、それを使って、

いま目の前にある悩み、あるいはこれから

遭遇する問題を解決し、人生を切り開いて

いこう。「理系センス」の身につけ方を紹介。 

 
【時事】304-ﾆ-2021 入試・面接・就活
に役立つ News がわかる 2021 年版 
毎日新聞出版  

日本と世界のニュースを、豊富なビジュ

アルとともにまとめる。移動革命、人口減少

などをくわしく解説した特集も掲載。 

 
【31 政治】 
318-ﾓ 東京脱出論  
藻谷浩介, 寺本英仁 著 ブックマン社  

都会人に贈る「大都市脱出」のすすめ。高

い家賃や通勤ラッシュ、コロナのリスクな

どを背負う大都市を脱出し、地方で人間ら

しい豊かな暮らしを営むことを、メリット

と共に指南する。 

 
319-ｲ-2021 一気にわかる!池上彰の世
界情勢 2021  
池上彰 著 毎日新聞出版   

感染症の流行、新大統領の誕生、いち早く

回復した国の台頭…。刻々と変化する世界

情勢の基本を池上彰がわかりやすく解説。 

 
【法律】327-ﾆ 裁判官だから書けるイマド
キの裁判 
日本裁判官ネットワーク 著 岩波書店 

現役裁判官とＯＢでつくる「日本裁判官

ネットワーク」が、現実の多様な裁判の姿や

そこに至る歴史、裁判所の役割について、Ｑ

＆Ａ方式で丁寧に答える。 

 
【33 経済】 
332-ﾖ 人口と日本経済  

長寿、イノベーション、経済成長 
吉川洋 著 中央公論新社 

日本に蔓延する「人口減少ペシミズム（悲

観論）」を排し、日本経済の本当の課題に迫

る。 

 
334-ﾓ ふたつの日本  

「移民国家」の建前と現実  
望月優大 著 講談社  

日本はすでに「移民国家」だ。止まらない

人口減少と、日本に暮らす外国人は増加。 

日本と移民との関係性を考える。 

 

350-ﾆ 統計学が最強の学問である  
データ社会を生き抜くための武器と教養 

西内啓 著 ダイヤモンド社 
最新の事例と研究結果をもとに、新たな

切り口から統計学の世界を案内する。 

 
 

336-ﾑ 虹色チェンジメーカー  
LGBTQ 視点が職場と社会を変える 

村木真紀 著 小学館  
多くの企業で先進的な施策の推進を支援

してきた著者が、職場・社会におけるＬＧＢ

ＴＱに関する施策の具体的な進め方、ノウ

ハウを解説する。 

 
【財政】345-ｺ 高校生のための税金入門  
小塚真啓 編著 三省堂  

消費税ってなぜ払うの？ 相続税よりも

贈与税が高いってほんと？高校生に向けて、

税金に関する「なぜ」を、事例を挙げながら

わかりやすく解説。 

 
【３６１ 社会学】 
361-ﾓ あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 
10 代から知っておきたい  
森山至貴 著 WAVE 出版 

「あなたのためを思って」「悪気はないん

だから」…。“カクレ悪意”や“カンチガイ

善意”を見抜け！ 大人より弱い立場にあ

る子どもが、「ずるい言葉」にだまされない

ようにするためのヒントを伝える。 

 
361-ﾔ 地域学をはじめよう  
山下祐介 著 岩波書店 

地域とは何か、それがどんな風に成り立

っているのかを、調査研究を交えて紹介し、

地域学の初歩を系統的に解説する。 

 
【366 職業紹介】 
366-ﾅ-114  自衛官になるには 
岡田真理 著 ぺりかん社 

ふだんなかなか触れることのない自衛隊

の世界。戦車や潜水艦の乗組員から不発弾

処理、隊員の食事を作る給養員まで現場で

働く姿を紹介。 

 
 

366-ﾅ-132 裁判官になるには 
飯島一孝 著 ぺりかん社 

黒い法服を身にまとい、法律と良心にし

たがって判決をくだす裁判官。一般になじ

みが薄く、ベールに包まれた実像を紹介。 

 
366-ﾅ-51 青年海外協力隊員になるには 
益田美樹 著 ぺりかん社 

開発途上国のニーズに基づき、さまざま

な職種でみずからの技術・知識・経験を活か

す青年海外協力隊員。その活動の実際から

帰国後の進路までを解説。 

 
【367 女性問題 性の問題】 
367-ｳ 女の子はどう生きるか 教えて、
上野先生!  
上野千鶴子 著 岩波書店 

生徒会長はなぜ男子だけ？ 男女で進路

がわけられるのはなぜ？ 女の子たちが日

常的に抱くモヤモヤや疑問に上野先生が全

力で答える。自分らしい選択をする力を身

につけるための一冊。 

 
367-ｼ CHOICE  

自分で選びとるための「性」の知識 
シオリーヌ 著 イースト･プレス 

生理、妊娠、避妊、射精、恋愛、性欲、女

らしさ、男らしさ、セクシュアリティ、ルッ

キズム、ＳＮＳ…助産師性教育ＹｏｕＴｕ

ｂｅｒシオリーヌが「性」の疑問に、具体的

にド直球回答！！ 

 
【防犯】368-ﾀ  中高生からの防犯  

活かそうコミュ力!  
武田信彦 著 ペリカン社 

トラブルから逃れるための最大の武器は

「護身術」でも「足の速さ」でもありません。

「コミュニケーション力」こそ鍵。中高生を

対象に「犯罪に巻きこまれないためのノウ

ハウ」を提供。 

展示コーナーより 
ガラスケース 

「東日本大震災から 10 年 
３．１１を忘れない」 

地震や水害などの防災への意識と知識

を高めよう！」 

 

館内「本屋大賞」を読もう! 
ノミネート１0 作品と過去の大賞受
賞作が勢揃い。 

◆図書委員会企画  
ビブリオバトル 参加者募集中  
3 月 1７日（水）16:15～17:０0  
図書館にて 

ビブリオバトルは好きな本の魅力をアツ
く語る書評会。 
豪華賞品＆参加賞を用意しています。 
おっ、参加したくなった?! 
申し込みは明日まで。急いで図書委員か
図書館まで、申し込んでください! 

 
 
◆春休みの⾧期貸出を 

今日から始めます。 
冊数は無制限（好きなだけ）、 
返却期限は 4 月８日 

（新学期の始業式の日） 
 
◆春休み中は閉館しますので、 

2４日【水】までに借りてください。 

お し ら せ 

ラストスパートです! 
 今年度も残すところ 2 週間となりました。いろんな経験をした一年でしたが、 

大切なものやことに気づいた人も多いのではないですか。 

さて、本はいつでも読めると思っているあなた、今しか出会えない本や 

高校生の今のあなたに読んでおいて欲しい本が図書館で待っていますよ。 ｂｙ司書  
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【福祉】369-ｵ あなたの老後を助ける 
ケアマネさんの仕事がわかる本  
沖藤典子 著 岩波書店  

介護される人とその家族の前に現れる

「ケアマネさん（介護支援専門員）」。この頼

りになる存在について、資格から役割、仕事

上の苦労と本音までを解説する。誰もが当

事者時代の、利用者目線の介護入門書。 

 
【防災】369-ﾌﾟ 防災イツモマニュアル 
防災イツモプロジェクト 編 ; 寄藤文平絵 
プラス・アーツ 監修 ポプラ社 

特別なことはしなくても「イツモの暮ら

し」が「備え」になる、新しい防災マニュア

ル。これからの防災のカギとなる在宅避難

のための備えを紹介。 
 

【37 教育】 
371-ﾏ にほんでいきる  

外国からきた子どもたち  
毎日新聞取材班 編 毎日新聞社  

日本語が理解できず社会の中で孤立する

子どもたち…。外国籍の子どもたちの教育

の実態を調査し、行政を動かす原動力とな

った『毎日新聞』のキャンペーン報道を加筆

し書籍化。政策の現状と課題も記す。 

 
376-ｵ 本番でいつもの実力を発揮できる
受験合格のためのメンタルトレーニング  
岡島卓也 著 辰巳出版  

合格への原動力になる目標設定術、緊張

をコントロールする方法、集中力や自己肯

定感を高めるトレーニング法などを紹介。 

 

379-ﾄﾞ 独学大全 絶対に「学ぶこと」を
あきらめたくない人のための 55 の技法  
読書猿 著 ダイヤモンド社 

独学の達人である著者による、勉強法の

百科事典。何を、どう学べばいいか迷った時

に役立つ、著者が独自に収集・開発した５５

の技法を厳選して紹介。 

 
【38 民俗風習】 
382-ｱ アイヌをもっと知る図鑑 歴史を
知り､未来へつなぐ      平凡社 

長い歴史の中で培われてきた先住民族ア

イヌの文化。古代から現代までの歴史を通

覧し、豊富なカラー図版と第一線の研究者

の解説で紹介した、アイヌ文化への理解を

さらに深めるビジュアルブック。 

 
382-ﾌ 「日本の伝統」の正体 
藤井青銅 著 新潮社  

「日本の伝統」はいつ、いかにして創られ、

私たちはどのようにして、受け入れてきた

のか。初詣、神前結婚式、恵方巻、大安・仏

滅、三世代同居など、さまざまな「伝統」を

取り上げ、その成り立ちなどを説明。 
 
【４自然科学】 
407-ｱ ぶっ飛び!科学教室  
科学オタクが贈るとっておきのネタと実験  
ヘレン・アーニーほか著 化学同人  

イギリスでサイエンス・ライブを主催す

る著者らが、自分の体や身の回りにあるも

ので簡単にできる実験や、おもしろ科学ネ

タを、独特のユーモアを交えて紹介。 

 
410-ﾎﾞ 公式より大切な「数学｣の話をし
よう  
ステファン・ボイスマン 著 NHK 出版 

「明日は晴れ」の予報は信じるべきか？ 

賃金格差の裏にある真実とは？若き天才数

学者が、身近な事例をもとに数学を通して

社会や日常をより理解する方法を解説。 

 
420-ﾏ  文系でもよくわかる日常の不思
議を物理学で知る  
松原隆彦 著 山と渓谷社 

そもそもなぜスマホで会話ができるの

か？ 緊急地震速報はどうやって震源地を

教えてくれる？ カーブで倒れないギリギ

リの速度は？ 日常生活のなかで遭遇する

「なぜ」を、物理学で解説。 

 
471-ﾀ 植物のすさまじい生存競争  

巧妙な仕組みと工夫で生き残る 
田中修 著 SB クリエイティブ 

静かに暮らしているように見えて、子孫

を残すために「知恵」をめぐらせ工夫をこら

している、植物たちの秘められた「生き残る

力」を解説。 

 

480-ｼ 飼育・栽培  
学研プラス  

６０種以上の飼育・栽培法をコンパクト

にまとめ、写真やイラストで解説。 

 

【４９ 医学】 

493-ﾅ みんなに話したくなる感染症のはなし  

 14 歳からのウイルス・細菌・免疫入門 
仲野徹 著 河出書房新社 

感染症の主な原因である「ウイルス」「細

菌」と、それらを防御するためにからだの中

ではたらく「免疫」について解説。 

 
498-ｲ セルフケアの道具箱  

ストレスと上手につきあう 100 のワーク  

伊藤絵美 著 晶文社  
メンタルの不調から回復する近道は、自

分で自分を上手にケアすること。カウンセ

ラー歴３０年の著者がセルフケアの技法を

伝授。 

 
498-ｶ 医療現場からみた新型コロナウ
イルス  
香山リカ, 徳田安春 著 新日本出版社 

検査は必要？ 医療崩壊が起きたってホ

ント？ 新型コロナウイルス感染症をめぐ

るさまざまな問題について、精神科医の香

山リカと総合診療医の徳田安春が語り合う。 

 
【環境問題】519-ﾄ グレタ・トゥーンベリ  
グレタ・トゥーンベリ [述] あすなろ書房 

賛否両論、世界を驚かせた若き活動家は、

何を思い、臆することなく信じる道を歩み

続けるのか？ スウェーデン政府に対し、パ

リ協定に準拠した二酸化炭素排出量の削減

を要求した彼女の素顔に迫る。 

 
【建築】520-ｳ 建築士の一日  
WILL こども知育研究所 編著 保育社 

暮らしを支える仕事で活躍する人の中か

ら建築士を取り上げ、その一日を写真で紹

介。建築士になるためのルートや、学校、働

き方、収入などを解説。 

 
【自動車】537-ﾋ 自動車とプロダクトデザイ

ンの基本と応用 プロダクトデザイナーになるた

めにスケッチから始める実践的方法 

平野幸夫 著 三樹書房  
プロダクトデザイナーになるために必要

な発想のポイントと、スケッチの原理原則

について、詳細かつ分かりやすく解説。 

 
【芸術】706-ﾓ 美術館って、おもしろい! 
展覧会のつくりかた、働く人たち、美術館の
歴史、裏も表もすべてわかる本  
モラヴィア美術館 著  河出書房新社  

絵で見てわかる、美術館のすべて。美術館

の歴史や仕事、展覧会の作り方などを、カラ

フルな絵や広がるページで楽しく解説。子

どもはもちろん、ヨーロッパ美術の流れを

教養として知りたい大人にも最適。 

 
【絵本】726-ｺ ゆめぎんこう  
コンドウアキ 著 白泉社  
 
【写真集】748-ｶ 天空への願い  
KAGAYA 著 河出書房新社 

月虹、夜明けのオーロラ、天の川をゆく流

星…。「その先に幸いがありますように」と、

願わずにはいられない、天空の贈りものの

ような一瞬の奇跡！  
 
☆【芸能人】779-ﾜ 表参道のセレブ犬とカ
バーニャ要塞の野良犬  
若林正恭 著 文藝春秋 

航空券予約サイトで見つけた、たった１

席の空席。何者かに背中を押されたかのよ

うに２０１６年夏、ひとりキューバへと旅

立ったオードリー若林正恭の旅エッセイ。 

 
【スポーツ】780-ﾍﾞ  アスリートの言霊。  

厳しい時代を生き抜くために  
ベースボール・マガジン社 

「より速く、より高く、より強く」「パー

フェクト以上のパーフェクトをやりたい」

「自分で自分をほめたい」…。オリンピック

１２０余年の歩みと名勝負を、アスリート

たちの「名言」とともに振り返る。 

 
【ゲーム】798-ｺ 伝え方は「順番」がすべて  

分単位のコミュニケーションが心を動かす 

小沼竜太 著 光文社  
「ペルソナ」「真・女神転生」シリーズな

ど人気ゲームのプロモーションに携わる著

者が、性別・世代・トレンド・経済状況に左

右されずヒットを生み出す、伝え方の極意

を明かす。 

 
【８言葉】 
809-ｵ よけいなひと言を好かれるセリフ
に変える言いかえ図鑑  
大野萌子 著 サンマーク出版 

「よけいなひと言」を「好かれるセリフ」

に言いかえるパターンを１４１例紹介。 

 
817-ｲ なぜ、読解力が必要なのか? 
社会に出るあなたに伝えたい  
池上彰 著 講談社  

本質を見抜く力が自分とみんなを幸せに

する? 生きる上で大切な「読解力」。本当に

日本人の読解力は危機的状況なのか、読解

力を身につけるにはどのような方法がある

のかについて、池上彰が解説。 

 

817-ﾔ 13 歳からの読解力 正しく読み
解き、自分の頭で考えるための勉強法 
山口謠司 著 PHP 研究所 

「読解力」とは、読む力、書く力、考える

力、伝える力の総合力のこと。読解力の基本

的な考え方や役に立つ習慣を紹介。 

 
【英語】835-ｺ 自分を励ます英語名言 101 

小池直己, 佐藤誠司 著 岩波書店 

英語の名言やことわざを通じて、英語の

力を養おう！古今東西の偉人たちの名言や

ことわざから、ポジティブな気持ちになれ

るものを選び、原文、訳・意味と共に文法解

説を掲載。 

 
☆【日本文学】910-ｵ 向田邦子の陽射し 
太田光 著 文藝春秋  

向田邦子を誰よりも讃仰する太田光によ

る、向田ワールドの入門書。向田論のほか、

向田作品のベスト小説・エッセイ・シナリオ

を、名シーンの原文とともに紹介する。 

 

【913 日本の小説】 
913-ｲ 青春ノ帝国  
石川宏千花 著 あすなろ書房 

たとえどんなに離れていても、たとえず

っと会わずにいても、わたしたちはいつま

でもともにありつづける…。坂の上の古ぼ

けた一軒家。その不思議な塾が、「たったひ

とつの希望」だった〈私〉のストーリー。 

 

913-ｺ ハジメテヒラク  
こまつあやこ 著 講談社  

おはようございます。実況はわたし、出席

番号３３番、綿野あみがお送りいたします。

脳内実況が趣味のあみが、なぜか生け花部

に入部することになり…。個性あふれる仲

間たちの爽やかな青春小説。 

 
913-ｻ ぜんしゅの跫(あしおと) 
澤村伊智 著 KADOKAWA 

真琴と野崎の結婚式。琴子は祝いに駆け

付けるが誤って真琴に怪我をさせてしまう。

猛省する琴子は真琴に代わって、通行人を

襲い建造物を破壊すると噂の「見えない通

り魔」の調査に乗り出し…。 

 
913-ﾋ さようならアルルカン/白い少女
たち 氷室冴子初期作品集  
氷室冴子 著 集英社  

ひりつくような焦燥感、純愛、「少女」と

いう檻の閉塞感?多感で未熟な姿を鮮やか

に描いた、伝説の少女作家・氷室冴子の初期

作品集。全６作を収録。 
 
913-ﾑ 雪のなまえ  
村山由佳 著 徳間書店 

つらいことからどうして逃げちゃいけな

いの？不登校の小学５年生・雪乃は、会社を

辞めてＩターンした父と長野で暮らし始め

る。胸に抱える苦しい思いを吐き出すこと

ができない雪乃。そんな雪乃の心を溶かし

てくれたのは…。 


