
049-ﾌ 大人も知らない?ふしぎ現象事典 

「ふしぎ現象」研究会 編 ; ヨシタケシンス

ケ イラスト マイクロマガジン社 

テストの前の日になると部屋の掃除がし

たくなる。本屋にいるとなぜかトイレに行き

たくなる…。身の回りによくある現象や体の

不思議な現象の名前を紹介。楽しいイラスト

や、ふしぎ現象コラムも掲載する。 

【郷土】096.8-ｽ 玉造温泉の奇跡  

観光ブランディング入門  

角 幸治 著 GOEN 出版 

七千人のまちに100万人が訪れるように

なった大逆転の舞台裏をご案内します。 温

泉総選挙初代グランプリ 衰退した温泉街

再生の立役者が明かす８つの物語 

【心理学】141-ﾌﾞ 他者の靴を履く   

 アナーキック・エンパシーのすすめ 

ブレイディみかこ 著 文藝春秋

意見の異なる相手を理解する知的能力「エ

ンパシー」をめぐる思索の旅。“負債道徳”、

ジェンダーロール、自助の精神……現代社会

の様々な思い込みを解き放つ！〈多様性の時

代〉のカオスを生き抜くための本。 

【歴史】202-ﾔ 沈没船博士、海の底で 

歴史の謎を追う  

山舩晃太郎 著 新潮社  

恋人や家族が戯れる海の底で沈没船を発

掘せよ！ 気鋭の学者の初エッセイ。英語力

ゼロなのに単身渡米、ハンバーガーすら注文

できず心が折れた青年が、10年かけて憧れ

の水中考古学者に。その日常は驚きと発見の

連続だった！まだ見ぬ船を追うエキサイテ

ィングな発掘記。【米子市出身】 

【政治】312-ﾌ こども地政学  

なぜ地政学が必要なのかがわかる本 

船橋洋一 監修 ; バウンド 著 カンゼン 

地理的な位置・環境や歴史が、国々の関係

にどんな影響があるのかを考える学問「地政

学」。日本と世界との関係、地政学で知って

おくべきキーワード、日本の地政学的リスク

などについて、図や写真を用いて解説。 

【経済】336-ｷ 小さな会社の経理・人事・

総務がぜんぶ自分でできる本 知識ゼロで

も大丈夫!!  

北川知明 著 ソシム 

小さな会社の諸手続きがひとりでできる

ように、経理・人事・総務の業務を具体的に

解説。各業務の詳細な実行スケジュール等も

掲載。よく使う勘定科目リスト付き。 

【37 教育】 

371-ﾔ 10 代の君に伝えたい学校で悩

むぼくが見つけた未来を切りひらく思考

山崎聡一郎 著 朝日新聞出版 

勉強、友だち関係、いじめ、不登校…。「こ

ども六法」の著者が、つらく苦しい思いをし

ている１０代の若者にむけて、さまざまな困

難を胸に抱えながら、将来に向かって歩みを

進める方法を伝える。 

375-ﾋ 小 学 校 ・ 中 学 校 Google 

Workspace for Education で創る10X授業

のすべて  

イーディーエル株式会社, 平塚知真子,ほ

か著 東洋館

１人１台端末時代に求められる１０Ｘ授

業を「板書シリーズ」の実践をもとに提案。 

376-ｻ 農学部  

中高生のための学部選びガイド  

佐藤成美 著 ぺりかん社 

農学部をめざす人のための学部案内。農学

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。教員・学生・卒業生インタビ

ューも収録。 

【科学】404-ｳ 教科書の外で出会う、ぼく

らの身のまわりの理科  

うえたに夫婦 著 ; ガリレオ工房 監修 

河出書房新社  

森の空気はなぜおいしい？ イオン飲料の

「イオン」って何？ なぜ海だと浮きやす

い？ 勉強が苦手な中学生・ポコ太が主人公

のマンガで、身のまわりの素朴な疑問をわか

りやすく解説する。 

秋の夜空を眺めてみたら･･･  
朝晩がちょっとひんやりする今日この頃。秋になってきましたね。秋と言ったらお月見の季

節。今年の中秋の名月（旧暦の 8月 15 日）は９月２１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。 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日は防災の日

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。 

いざという時どうしたらよいか、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！ 

＊新着図書案内 ＊分類、書名、著者名、出版社、内容の順 ☆はリクエスト 

学園祭のときには展示『図書委員の４０イチオシ映画祭』を見に来てくださ

ってありがとうございました。気になる映画はありましたか？力作揃いなの

で、一部を図書館入り口で掲示していますので、見逃した人はぜひ見てくださ

いね。 

また、古本市の売り上げが 1700 円ありました。この売り上げは JRC 部さん経

由で、寄付します。ご協力ありがとうございました。 

図書委員会からご報告 



【地球】451-ﾌ 地球があぶない!地図で見

る気候変動の図鑑  

ダン・フッカー ほか著 創元社 

気候変動の原因・影響・解決策のすべてを

網羅し、様々な調査結果や指標を約３０のグ

ラフィカルな地図にして紹介。大量消費の問

題や持続可能な社会の実現など関連項目も

カバーする。小中学生の環境教育・環境学習

に役立つ一冊。 

【医学】495-ﾀﾞ 世界中の女子が読ん

だ!からだと性の教科書

エレン・ストッケン・ダールほか著 NHK 出版 

月経を軽くするには？ 確実な避妊法と

は？ 誰にも聞けなかった悩みや疑問がたち

まち解決。月経のしくみから避妊法まで、日

本では習わない性に関する最新の正しい〈知

識〉と〈情報〉を、明るく解説。

【環境問題】519-ｲ 図解でわかる 14 歳か

らの脱炭素社会  

インフォビジュアル研究所 著  

インフォビジュアル研究所

ＣＯ２を排出し、いつか採り尽くされてし

まう化石エネルギーから、持続可能な再生可

能エネルギーへ?。次世代が生きる「脱炭素

社会」の新常識を、豊富なカラー図版でわか

りやすく解説。 

【商業】673-ﾀ コンビニの仕事が見える図

鑑 店づくりから商品開発まで 

竹内稔 著 日本実業出版社

コンビニエンスストアで働く人の仕事ぶ

りを中心に、経営システム、モノやお金の流

れなども説明する。イラストを活用した見て

楽しく読んで納得する一冊。 

【絵画】723-ﾊﾞ BANKSY  

バンクシー [作] ; ジョン・ブランドラー, アレ

ッサンドラ・マッタンザ 著 新星出版社  

落書きという犯罪行為を、高度なアートへ

と作り変えたバンクシー。サザビーズオーク

ションで切り刻まれた作品を含む１４０点

以上を解説付きで収録。彼が語りたいと思っ

ている「ストーリー」を深く掘り下げる。 

【726 マンガ･絵本】 

726-ｲ-4 Dr.STONE 4

稲垣理一郎 原作 集英社  

万能薬・サルファ剤を作るため、科学ロー

ドマップを突き進む千空たち。中でも最難関

の物質・硫酸を取りに決死の覚悟で超危険地

帯へ向かう! 一方、村では長の座をかけた武

術大会『御前試合』が近づき…!? 

726-ｶ 秋  

かこさとし 文・絵 講談社

戦争に断固反対し、平和を願ったかこさと

しの強い思いを子どもたちに伝える絵本。 

かこさとし未発表作品、ついに刊行 

726-ｽ-47 ちはやふる 47 

末次由紀 著 講談社

名人・クイーン戦はついに第４試合突入！

第３試合で勝利を逃した重圧が詩暢・新に重

くのしかかる一戦。「勝つイメージ」が浮か

ばず苦戦する新の前に、なんと太一が現れる

――！憧れの場所に千早・太一・新の三人が

集い、物語はクライマックスへ！ 

726-ﾘ いつでも君のそばにいる 小さな

ちいさな優しい世界 : 葉っぱ切り絵コレクシ

ョン  

リト@葉っぱ切り絵 著 講談社 

１枚１枚が絵本作品のような葉っぱ切り

絵の作品集。ＳＮＳで注目を集めた葉っぱ切

り絵の写真に、書き下ろしストーリーを添え

て紹介する。葉っぱ切り絵メソッド、Ｑ＆Ａ

も収録。 

【783 野球】 

783-ｺ 大谷翔平 86 のメッセージ 

児玉光雄 著 三笠書房

野球評論家の批判をよそに「二刀流」の道

を貫き通し、１６０キロ超の豪速球で並みい

るバッターを次々となぎ倒す大谷翔平。スポ

ーツ心理学者が大谷翔平が発した言葉を紹

介し、道を極める行動パターンと成功心理を

読み解く。 

783-ﾊ あの夏の正解  

早見和真 著 新潮社

２０２０年、新型コロナ拡大により選抜に

続いて夏の甲子園も中止。夢を奪われた強豪

校の球児と指導者は何を思い、どう行動した

のか。未曾有の試練に直面した人々に迫るノ

ンフィクション 

【小論文】816-ｼﾞ 時事から学ぶ小論文 

2021 第 4 号 教育編 : 学びの未来を創

る

小林東一, 柿崎隆, 根本理香 企画・編集 

朝日新聞出版  

大学入試によく出る朝日新聞の記事を使

った小論文対策と添削指導に最適な教材。報

道写真や図表を使った解説コーナーをはじ

め、社説や天声人語を読み解く記述、論述問

題で、自分の意見が論理的に書けるようにな

る。大学入試で求められる思考力、記述力が

身につく。 

【913 日本の小説】 

☆913-ｶ-10 心霊探偵八雲 10  

神永学 著 KADOKAWA

左眼を傷付けられ、死者の魂を見る力を失

ってしまった八雲。そんな中、唯一の肉親で

ある妹の奈緒が幽霊に憑依された状態で行

方不明になる。奈緒を探す鍵はマンションで

多発する心霊現象にあるらしいのだが!? 

☆913-ﾀ 丸の内で就職したら、幽霊物件

担当でした。  

竹村優希 [著] KADOKAWA 

丸の内の一流不動産会社の最終面接で、美

貌の部長・長崎から「面接官は何人いる？」

という質問。正解は３人。けれど澪の目には

４人目が視えていた。霊が視える素質を買わ

れ、事故物件を扱う「第六物件管理部」で働

くことに…。 

913-ﾋ 火狩りの王 1、２ 

日向理恵子 作 ; 山田章博 絵 

ほるぷ出版 

人類最終戦争後の世界。人体発火病原体に

侵された人々は、結界に守られた土地で細々

と暮らしていた。この世界で唯一、人が安全

に使用できる火を狩ることを生業とする火

狩りたちの間で、あるうわさがささやかれ…。 

☆913-ﾌ  意味が分かると怖い話 

☆913-ﾌ  意味が分かると震える話 

藤白圭 著 河出書房新社 

何気ない文章なのに、ちょっと気づいた違

和感から想像を膨らませた瞬間、恐怖のどん

底につき落とされる！ 穏やかな「本文」が

「解説」によって豹変するショートショート

を収録。 

【英米小説】933-ﾏ  ぼくモグラキツネ馬  

チャーリー・マッケジー 著 飛鳥新社 

じぶんにやさしくすることが、いちばんの

やさしさなんだ。やさしくされるのをまつん

じゃなくて、じぶんにやさしくなればいいの

さ?子どもから大人まで、だれの心にも入り

込み、力をくれる人生寓話をイラストととも

に綴る。 

＊夏休み前に借りた本の返却期限は 

とっくに過ぎています。 

早く返してくださいね。 


