
【知識】002-ｽ 夢を叶えるための勉強法 

鈴木光 著 KADOKAWA 
勉強目標・計画の立て方、問題を解くた

めの考え方、暗記の基本的なコツ、勉強を

続けられる環境のつくり方…。現役東大生

が、夢や目標を叶えるための効率的な学び

のメソッドを紹介。科目別の攻略法も掲載。 

 

【コンピューター】 
007-ｱ Word & Excel & PowerPoint 
2019基本技  
AYURA, 稲村暢子著 技術評論社  

基本操作を 1 冊で解説。 

 

007-ﾀ 今すぐ使えるかんたん 
Chromebook クロ-ムブック入門 

武井一巳 著 技術評論社 
基本操作から、インターネットやメール

の利用、アプリケーションや拡張機能の活

用、ビデオ会議への参加、便利に使うため

のテクニックまでを解説。Ｑ＆Ａも掲載。 

 

007-ﾊ いちばんやさしいワード&エ
クセル超入門  
早田絵里,ほか著 ＳＢクリエイティブ  

ワードとエクセルの使い方を基礎から

丁寧に解説。見やすいページデザインを採

用。必要なポイントを手早く学べる。 

 

007-ﾊ いちばんやさしいエクセル
超入門 早田絵里 著 SB クリエイティブ 
文字や数値の入力から、表やグラフの作

成、計算のやり方まで、エクセルの使い方

を丁寧に解説。大きな文字と画面を使った

見やすいページデザインを採用。 

 

007-ﾎ できる Chromebook  
新しい Google のパソコンを使いこな
す本  法林岳之,ほか著 インプレス  

Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋの基本から、Ｇｍ

ａｉｌやＧｏｏｇｌｅドライブ、ビデオ会

議、オフィスアプリ、スマートフォンとの

連携まで。幅広いシーンで活用するための

基本を、画面写真を多用して解説。 

 

【読書】019-ﾎ 10 代のための読書
地図 本の雑誌編集部 編 本の雑誌社  

「朝の読書」「夏の読書感想文」対応の１０

代におすすめするベスト１００。座談会や、

ジャンル別ブックガイドを収録。全国書店

員がおすすめする１０代に読んでほしい

本＆読んでおきたかったと後悔した本な

ども紹介。 

 

【09 郷土資料】 
097.1-ｽ そりとむくり 彫刻家澄川喜
一  澄川喜一 著 山陰中央新報社 
東京スカイツリーやアクアライン「風の

塔」などのデザイン監修を手掛けた彫刻

家・澄川喜一。その生い立ちや彫刻に向き

合う姿勢などを作品写真も交えて紹介。 

 
097.8-ﾌ スサノオマジック誕生物語 
シニア･バスケ世界大会 in松江 
藤井 三千勇 編 藤井基礎設計事務所 

 

【思想】113-ﾋ 人生はゲームなのだろ
うか? 〈答えのなさそうな問題〉に答
える哲学  
平尾昌宏 著 筑摩書房 
ルールも目的もはっきりしないこの「人

生」を攻略するために、思考の「根拠」や

「理由」をひとつひとつ自分でつかみとる

練習を始めよう。「人生はゲームか」問題を

考えるためのスキルとして哲学を紹介。 

 
【14心理学】 
141-ｵ マンガでわかる「すぐ不安に
なってしまう」が一瞬で消える方法 
大嶋信頼 原作 ; 森下えみこ マンガ 
すばる舎  

ちょっとしたことで不安になってしま

う人に向けて、不安になってしまう仕組

みや、不安になりづらくなる具体的なメ

ソッドをマンガで伝える。 

 
146-ｷ 幸せになる勇気  
岸見一郎, 古賀史健 著 ダイヤモンド社 
幸福への道を、わたしたちは具体的にど

のように歩んでいけばいいのか？ アドラ

ー心理学を、「青年と哲人の対話篇」という

物語形式を用いてまとめる。 

 
【生き方】159-ｲ 私の中のこの邪悪な
感情をどうしよう? 自分のこころを
壊さないためのヒント  
石井裕之, ほか 著 祥伝社 
怒り・憎しみ・悔しさ・不安・恐れ…。

なぜ、こんなにも生きづらいのか？ 不寛

容でいじわるで攻撃的な世の中で、ネガテ

ィブな感情で自分を壊してしまわないた

めのヒントを伝える。 

 

【仏教】188-ｼ 生きベタさん  
釈徹宗, 細川貂々 著 講談社  

生きベタなふたりがこれまでの人生で

編み出してきた、心の荷物を降ろす方法を

語り合う。 

 
【キリスト教】193-ｽ イラストで読む新
約聖書の物語と絵画  
杉全美帆子 著 河出書房新社 
新約聖書のストーリーがわかると、西洋

絵画鑑賞がおもしろくなる！名場面を描

いた絵画を見どころポイントと鑑賞。 

 

【210日本史】 
210.1-ﾌ 絶対に挫折しない日本史 
古市憲寿 著 新潮社  

思い切って固有名詞を減らしてしまい、

流れを超俯瞰で捉えれば、日本史はここま

でわかりやすくて面白くなる！ 歴史学者

ではない著者だからこそ書けた、全く新し

い日本史入門。 

 
210.5-ｵ 一冊でわかる江戸時代   
大石学 監修  河出書房新社 
現代日本の礎を築いた１５人の将軍と

稀有な人材たちの政治とは？ 家康から慶

喜までの徳川政権の歩みを、同時代の世界

情勢も含め、図表やイラストを交えて解説。 

 

【28伝記】 
281-ﾎ 東大教授が教える日本史の大
事なことだけ 36の漫画でわかる本 

本郷和人 監修 講談社 

謎の英雄・豊臣秀吉、尼将軍・北条政子、

煽りの天才・井伊直弼…。英傑や将軍、お

姫様たちの実像から、権門体制論や東国国

家論などの歴史学論争まで、古代～幕末の

日本史重要事項を漫画とともに解説。 

 

289-ﾅ クジラの骨と僕らの未来 
中村玄 著 理論社  
小さな頃から生き物が大好きで、様々な

動物を飼っていた著者。中学２年生の時、

骨格見本に興味を持ち、死んでしまったペ

ットのハムスターの墓あばきを思いつき

…。骨からスタートしたクジラ博士の研究

航海記。 

 
【国際協力】329-ｲ 紛争地のポートレ
ート 「国境なき医師団」看護師が出会
った人々  白川優子 著 集英社 

「国境なき医師団」看護師が、人道援助

の現場でめぐり会った人々や紛争地医療

のリアルを描く。 

 

【３３ 経済】 
336-ﾀ 会計の世界史  イタリア、
イギリス、アメリカ-500年の物語  
田中靖浩 著 日本経済新聞出版社 
帳簿と会社の誕生から、計算や報告の仕

組みの変化、管理会計やファイナンスとい

った新分野の登場まで、会計の世界史を物

語として綴る。 

 

337-ｱ 明日話したくなるお金の歴史  
阿部泉 執筆・監修 清水書院  
日本最初のお金って何？ 戦争中は貨幣

で戦闘機がつくられてたってホント？ 古

代から現代までの日本のお金の歴史と、日

本のお札に登場する人物を、カラー図版と

ともに楽しく解説。 

 

【社会学】361-ｱ リーダーシップを鍛
える ラグビー日本代表「躍進」の原
動力  荒木香織 著 講談社  
リーダー力は資質じゃない。「スキル」

だ！ 元ラグビー日本代表メンタルコーチ

が、現場での経験や最新の研究成果をもと

に、組織を成長させる新しいリーダーシッ

プ「変革型リーダーシップ」を紹介。 

 
【366職業案内】 
366-ﾅ-157 土木技術者になるには 
三上美絵 著 ぺりかん社 
道路・橋梁・鉄道・トンネル・港湾・空

港・ダム・上下水道・堤防などの「インフ

ラ」を構築・維持管理する「土木」の仕事

のさまざまな現場を紹介。防災やグリーン

インフラなど最新の動向も交えて「土木」

のやりがい、学びかた・なりかたについて。 

 

366-ﾅ-23 外交官になるには 
飯島一孝 著 ぺりかん社 
たえまなく揺れ動き複雑さを増す国際

情勢のなか、諸外国との交渉や、国際協力

活動など、外交の最前線で活躍する外交官。

仕事現場を取材するほか、仕事の内容や収

入、〈なり方〉などをくわしく解説。 

 

366-ﾅ-53 声優になるには 
山本健翔 著 ぺりかん社 
テレビ、ラジオ、インターネット、ゲー

ムなど、聴こえてくる声の多くを担う声優。

とりまく環境、求められる能力、生活と収

入、〈なり方〉などを解説。 

 

366-ﾊ 働く女子と罪悪感 「こうあ
るべき」から離れたら、もっと仕事は
楽しくなる 浜田敬子 著 集英社  
仕事、家事、出産、子育て…。働く女性

はなぜ苦しいのか？ 『ＡＥＲＡ』元編集長

が、働く女性をめぐる環境を追い、今後の

働き方、意識の持ち方の可能性を探る。 

 

【367 児童、青少年、性、女性問題】 
367-ｵ トラウマ返し 子どもが親
に心の傷を返しに来るとき  
小野修 著 黎明書房 
親から受けた心の傷（トラウマ）を返そ

うと、子どもが親を果てしなく非難、攻撃

し始める「トラウマ返し」。その背景、親の

準備や受け止め方、「トラウマ返し」をきっ

かけに親子が元気になる道筋を解説。 

 

367-ﾆ 早く絶版になってほしい#駄
言辞典 日経 xwoman 編 日経 BP  
古いステレオタイプによって生まれた

ひどい発言を「駄言」と名付け、どんな発

言が駄言なのか、その発言の何が問題なの

かを明らかに。駄言との向き合い方も紹介。 

 

367-ﾉ 「赤ちゃんってどうやってで
きるの?」にきちんと答える親になる! 
学校もママ友も教えてくれない明る
く楽しい性教育 のじまなみ 監修 ; 
ふじいまさこ マンガ日本図書センター  
性犯罪、セックス、命の誕生、心と体の

変化、インターネットとのつき合い方…。

性に関する「いつやる？」「どうする？」に

性教育アドバイザーがすべて答える性教

育マンガ。 

 
【福祉】369-ｲ ろうの両親から生まれ
たぼくが聴こえる世界と聴こえない
世界を行き来して考えた 30 のこと  
五十嵐大 著 幻冬舎  
耳の聴こえない親に育てられた子ども

“コーダ”である著者が、母との格闘の

日々を綴る。 

 

【防災】369-ｷ こんなときどうする?
クイズで学べる!自然災害サバイバル  
木原実 監修 日本図書センター 
災害がおきたときに判断にまようシチ

ュエーションをクイズにして出題。クイズ

に答えて正しい防災知識が身につけよう。 

 

【37 教育】 
☆375-ｸ 「星野君の二塁打」を読み解
く功刀俊雄, 栁澤有吾 編著 かもがわ出版  

国語や道徳教材として使われてきた小

説「星野君の二塁打」は、どう書き改めら

れ、どんな役割を背負ってきたか。教育学

や心理学、倫理学などの視点から読み解く。 

 

375-ｾﾞ 今日からできる考える「公共」
70 時間 主体的・対話的な深い学びを
実現する授業案  
全国民主主義教育研究会 編・著 
清水書院  

１年間の「公共」の授業が実施できるよ

う、指導計画や授業展開例、評価などを記

述。「主体的・対話的で深い学び」の手法を

数多く紹介。 
 

375-ﾅ 討議事例から考える「公共」
の授業 社会の課題を倫理的な視点で
考えてみよう  
中谷常二 編著 清水書院 
大学の研究者、行政実務者など多彩な執

筆陣が、功利主義や義務論といった原理的

な理論から、現代社会の課題までを哲学

的・倫理的な視点で解説。 

 
【大学】376-ﾊ 歯学部 中高生のため
の学部選びガイド  
橋口佐紀子 著 ぺりかん社 
歯学部で学ぶことやキャンパスライフ、

資格取得や卒業後の就職先などを、実際の

取材をもとに、わかりやすく説明。 

 

【379勉強法】 
379-ｷ 成績が上がる学びの習慣 勉
強「しなきゃ」が「したい」に変わる 
紀野紗良 著 KADOKAWA 
知識が身につく６つのノート術、暗記の

コツ、スキマ時間の活用方法、自分に合っ

た問題集の選び方、やる気が出ないときの

２つの対処法…。現役東大生が、今すぐで

きる勉強法を紹介。 

 
379-ｼ 中学生からの勉強のやり方 
清水章弘 著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 

「勉強キライ」が「勉強楽しい」になる！

ノートの取り方から、予習・復習のしかた、

テストの対策法まで、５教科の正しい勉強

法を手取り足取り教える。 

 
379-ｼ 読むだけで面白いほど成績
が上がる高校生の勉強法  
清水章弘 著 KADOKAWA 
高校の授業の受け方から、復習のやり方、

大学入試の心構えまで、「勉強法のプロ」

が、講義形式でわかりやすく解説。 

おもしろい本で暑さを忘れさせます！ 
期末試験、お疲れ様でした。今の時期は試験も終わって、気持ちに余裕のあるいい時

です。図書館には面白い本や素敵な本がたくさん入っています。あなたに手にとっても

らえるのを待っていますよ。夏休み前の今だからこそ、ぜひ読書がオススメです。 

夏休みの長期貸出を今日から始めます。冊数はいつでも無制限、 

返却期限は8/18です。読みたくなった本は全部借りてくださいね。 

新着案内を終業式までに、もう一回出す予定です。それもお楽しみに❤ ｂｙ司書 

図書館だより  
2022－№４ 

三刀屋高校図書館 

令和４年７月５日発行  

＊新着案内＊ 請求記号 書名 著者名 出版社 内容 ☆リクエスト  

 

7 月 7日の七夕にちなみ   

七夕飾り をします。 

願い事を短冊に書いて、笹に飾って、 

お願いしてみませんか。 

願いは届く･･･かもしれませんよ (^_^;) 

月末まで図書館前と昇降口で飾ります。 

 

☆こんな展示やってます！☆ 

【入口】誰かさんのおすすめ本 

【ガラスケース】「星空をながめよう」 

星座の本やキュンキュンの恋愛小説を 

集めました。 

【館内】「司書おすすめ この夏読んでほしい本」  

心に響く本を選びました。 

 



379-ﾐ 中学生のおうち勉強法入門 
 やる気も成績もぐんぐんアップ! : 
東大卒女子みおりんの本  
みおりん 著 実務教育出版 
数千人の中学生の学習相談に乗ってき

た東大卒女子のユーチューバーが、勉強の

やり方や向き合い方、テストや模試の活用

法などを解説。やる気・モチベーションア

ップのコツや、つらいときのメンタルコン

トロール術等も教える。 

 
【ウイルス】465-ﾐ 京大おどろきの
ウイルス学講義 
宮沢孝幸 著 PHP研究所 
「次」に備えるべきウイルスは？ 哺乳

類の進化を生んだ１億年以上前のウイル

スとは？ 変異すれば人間社会を脅かす可

能性がある動物由来のウイルスを紹介し、

レトロウイルスの驚くべき力を解説。 

 

【新型コロナウイルス】 
☆498-ｺ  コロナとワクチンの全貌 
小林よしのり, 井上正康 著 小学館 

コロナ禍の中、ワクチン接種が進められ

ているが、それで全て解決するのだろう

か？ 最新の研究成果を踏まえた上で、新

聞やテレビでは報道されない「コロナの真

実」について徹底的に語る。 

 

☆498-ｺ 新型コロナ-専門家を問い質
す 小林よしのり, 泉美木蘭 著 光文社 

失業、倒産、自殺…。負の連鎖を巻き起

こしているのは誰なのか。漫画家・小林よ

しのりと、作家・泉美木蘭の対談から、フ

ァクトを積み上げ、日本における新型コロ

ナの真の姿を解き明かす。 

 
☆498-ｺ コロナ脳 日本人はデマに殺
される  
小林よしのり, 宮沢孝幸 著 小学館  
テレビは「コロナは怖い」と煽り続ける

が、はたして本当なのか？ 漫画家・小林よ

しのりとウイルス学者・宮沢孝幸が、科学

的データと歴史的知見をもとに、テレビで

報じられない「コロナの真実」を語る。 

 

☆498-ｺ ゴーマニズム宣言 SPECIAL 
コロナ論 １～４ 
小林よしのり 著 扶桑社  

生命至上主義か？ 経世済民か？ 見掛

け倒しの緊急事態宣言で、経済を殺した政

治家と専門家、そしてメディアを断罪する。

医師・木村盛世との対談なども収録 

 

☆498-ﾄ コロナ自粛の大罪  
鳥集徹 著  宝島社  

行きすぎた自粛には、大きな副作用が伴

う?政府、自治体、医師会等による新型コ

ロナウイルス自粛政策に疑義を呈する医

師７人が、「茶番劇」の正体を語る。 

 

☆498-ﾄ 新型コロナワクチン誰も言
えなかった「真実」  
鳥集徹 著  宝島社 

ブースター接種や接種後死亡など「想定

外」の事態が起きている新型コロナワクチ

ン接種。現役医師や研究者への取材、最新

論文と公表データの検証から、ワクチンの

真実を明らかにする。 

 
【メンタルヘルス】 
498-ｼ とにかくメンタル強くしたい
んですが、どうしたらいいですか? 
下園壮太 著 サンマーク出版 
心をほんとうの意味で強くするには

…？ 自分の心の状態を理解し、プチうつ

モードから抜け出す方法を、豆腐メンタル

女子のフリーライターと元自衛隊メンタ

ル教官の心理カウンセラーの対話を通し

て伝える。 

 

498-ﾄ 疲れたら休めばいい、というこ
とが何故こんなにもヘタクソなのだ
ろう。 ともえ 作・絵学研プラス 
自分に自信がない、他人との関わりがし

んどい…。ままならない日常に疲れた人に

贈る７０のネコトバ。繊細で傷つきやすく、

自己肯定感を持ちづらい人の心を、スッと

楽にしてくれる人生のヒントを４コマ漫

画と共に紹介。 

 

【環境問題】519-ｶ SDGs入門  
未来を変えるみんなのために 

蟹江憲史 著 岩波書店  
環境、エネルギー、貧困、格差…。様々

な課題と向き合い、「だれ一人取り残され

ない」未来を、どのように作っていけばよ

いか。ＳＤＧｓの理念や生い立ち、互いに

関連する１７の目標について解説。 

 
【電子機器】547-ﾀ これ 1 冊で OK! 
iPhone だけで今すぐはじめる動画編
集 Taka 著 秀和システム  

ｉＰｈｏｎｅだけで動画の撮影、加工・

編集ができる「Ｃｌｉｐｓ」の使い方を丁

寧に解説。予告編機能やタイムライン編集

でさらに本格的な編集ができる「ｉＭｏｖ

ｉｅ」の最新機能についても取り上げる。 

 

【闘病記】 
598-ｴ ママがもうこの世界にいな
くても 私の命の日記  
遠藤和 著 小学館  
２１歳で大腸がんステージ４宣告、２２

歳で結婚。「どうしても子供がほしい」と抗

がん剤を止め、２３歳で出産。過酷な状況

の中で前向きに生き、２４歳で亡くなった

女性の、生と死を見つめた日記。 

 

598-ﾍﾟ 死にたいけどトッポッキは
食べたい １，２ 
ペク・セヒ 著 ; 山口ミル 訳 光文社 
どうしたら、自分を疑わずにすむんだろ

う。ぼんやりとしたうつ状態が長く続く

“気分変調症”の治療を通して、自分の内

面に向き合い、他者とのかかわり方を見つ

め直した日々の記録。不安定な心をありの

ままに描く。 

【726 マンガ】 
726-ｱ この音とまれ! 26  
アミュー 著 集英社  
周りに被害が及ぶのを防ぐために、1 人

で宇月の許へ向かった愛だが…。現場へ急

ぐ部員達は、宇月の凶行を止められるの

か!? そして、全国出場への道は──!? 

 
726-ｱ 百姓貴族 1～７ 
荒川弘 著  新書館  

「水がなければ牛乳を飲めばいいのに」。 

マンガ家になる前は、北海道で七年間農業

に従事していた荒川弘。牛を飼い、野菜を

作り、クマにおびえ、エゾシマリスに翻弄

される･･････。朝から晩まで年中無休で働

く、タフでハードな仕事。でも読めばわか

ります。お百姓さんは、かっこいいのです!!

血と汗と笑いの知られざる農家エッセイ・

コミック!! 

 

726-ｲ-24 Dr.STONE 24 
稲垣理一郎 原作 集英社  

月面着陸に向け、最難関のコンピュータ

ー作りに挑む千空たち! 鍵を握るのは、天

才プログラマー・SAI と龍水の兄弟の絆!!! 

 
726-ｺ 生理ちゃん 2日目、3日目 
小山健 著  KADOKAWA  
女性からは「共感しかない」、男性からは

「勉強になる」と大きな話題を呼ぶ「生理

ちゃん」、待望の続編。 

 
726-ｺﾞ 眠れぬ夜はケーキを焼いて 
午後 著 KADOKAWA  

大変なことは多いけれど、これだけたく

さんのケーキを作れるなら、きっと大丈夫。

そう思うのです。孤独な夜に寄り添うレシ

ピをエッセイ漫画で紹介。 

 

726-ｽ-48 ちはやふる 48 
末次由紀 著 講談社  
青春全部懸けて挑む、最終決戦開幕！！ 

 
726-ｶ はたらく細胞 WHITE 1～３ 
蟹江鉄史 漫画 ; 清水茜 監修  
講談社 
「はたらく細胞」のスピンオフ。白血球編 

 

726-ﾊ はたらく細胞 Lady 1～３ 
原田重光 原作 ; 乙川灯 漫画 ; 清水
茜 監修 講談社  
生きとし生けるすべてのレディーに捧

ぐ、愛しき体内の物語。画『はたらく細胞』

の、“女性”に特化したスピンオフ！ 

 

726-ﾌ はたらく細胞 BABY 1～４ 
福田泰宏 漫画 ; 清水茜 監修  
講談社 
『はたらく細胞』赤ちゃん編。ママのお

なかにいる時から、赤ちゃんの体内では細

胞たちが働いている！  

 
 
 

726-ﾀ リエゾン こどものこころ診
療所 1～８ 
竹村優作 原作  ヨンチャン 漫画 
講談社  

この児童精神科医は、発達障害を凸凹と

呼ぶ。あなたの凸凹にハマる生き方が必ず

ある。／日本で発達障害と診断されている

人はおよそ 48 万人。そして、子どもの 10

人に１人は、何らかの障害を抱えていると

される現代。人知れず学校や家庭でトラブ

ルを抱え、孤独や苦痛に耐えながら生きる

人たちがいる。児童精神科医は、そんな親

と子に向き合い続ける。 

 

☆726-ﾀ 憂国のモリアーティ 1～１７ 
コナン・ドイル 原案 ; 竹内良輔 構成 ; 
三好輝 漫画 集英社  

時は 19 世紀末、大英帝国最盛期のロン

ドン──.この国に根付く階級制度に辟易

するモリアーティ伯爵家家長子・アルバー

ト。孤児院から引き取ったある兄弟との出

会いによって、世界を浄化するための壮大

な計画が動き出す。名探偵シャーロック・

ホームズの宿敵、モリアーティ教授の語ら

れざる物語の幕が開く──! 

 
☆726-ﾐ ドラゴン桜 2  1～１７  
三田紀房 著 講談社  

TBS 系日曜劇場『ドラゴン桜』原作コミ

ック！奇跡の学校再建から10年後を描く。

日本の大学受験を変えた伝説の“東大合

格請負漫画“『ドラゴン桜』の続編！ 

 

【絵本】726-ﾕ みんなとおなじくでき
ないよ 障がいのあるおとうととボク
のはなし 湯浅正太 作 ; 石井聖岳 絵  
日本図書センター  
障害のある「おとうと」がいる小学生の

「ボク」。弟のことが好きだけれど、ちょっ

と恥ずかしい気持ちも。そんなぐちゃぐち

ゃな心と向き合って、「ボク」がたどり着い

た答えとは？ 実体験をもとにした物語。 

 

【タレント】779-ﾘ こんな世の中で生き
ていくしかないなら  
りゅうちぇる 著 朝日新聞出版 
つらいことばかりの世の中を生きてい

くために、僕は５つの「武器」を身につけ

た−。毎日がラクになったり、明るくなった

りするきっかけになるように、タレントの

りゅうちぇるが、日々どんなことを考えて、

生きているかを綴る。 

 
【78スポーツ】 
780-ﾊ VBT トレーニングの効果は
「速度」が決める  
長谷川裕 著 草思社  

大切なのは｢重さ×回数｣よりも｢挙上ス

ピード｣である｡ウェイトトレーニングの

常識が変わる一冊！ 

 

782-ﾀ 為末メソッド  
自分をコントロールする 100の技術  
為末大 著  日本図書センター  

男子４００ｍハードルの日本記録保持

者・為末大が、現役時代から書いたり、話

したりしてきた言葉を一挙収録。自分をコ

ントロールするための「モノの見方・考え

方」「心の在り方」を紹介。 

 

【83 英語】 
830-ｲ 予約の取れない英語講師が
教える世界一やさしくて楽しい TOEIC
の授業  今泉麻衣子 著 intelingo 

「TOEIC ワールド」を知らないと点が

取れません。まずはこの「TOEIC ワール

ド」について学びましょう。 

 
830-ｺ はじめて受けるTOEIC L&Rテ
スト全パート完全攻略  
小石裕子 著 アルク  

 

837-ﾀ 「カジュアル系」英語のトリセ
ツ 文字でも会話する今どきの英会話  
ルーク・タニクリフ 著 アルク 
携帯メール、チャット、ＳＮＳ等で使わ

れるカジュアルな英語の表現。日常会話の

定番表現からカジュアルな表現まで、文字

によるリアルな会話を例に「いつ」「どこ

で」使うのかがわかるように解説。 

 
【913日本の小説】 
913-ｱ 木曜日にはココアを  
青山美智子 著 宝島社  

川沿いの桜並木のそばに佇む喫茶店「マ

ーブル・カフェ」。そのカフェで出される一

杯のココアから始まる、東京とシドニーを

つなぐ１２色のストーリー。あなたの心も

救われるやさしい物語。 

 

913-ｱ 今夜、もし僕が死ななければ 
浅原ナオト 著 新潮社  

新山遙には、死の近づいている人がわか

る。見て見ぬふりのできない彼は、死の近

い人々に声をかけ寄り添う。やがて、２４

歳になった遙は、我が子の誕生を待ってい

たが…。 

 
913-ｱ 金木犀とメテオラ  
安壇美緒 著 集英社  
東京生まれの秀才・佳乃と、地元生まれ

の美少女・叶。北海道の中高一貫の女子高

を舞台に思春期の焦燥や嫉妬、葛藤を二人

の視点で描く、青春小説。 

 
913-ｳ 香君 上・下 
上 西から来た少女 下 遥かな道 
上橋菜穂子 著 文藝春秋  

奇跡の稲、オアレ稲をもたらし、香りで

万象を知るという活神〈香君〉の庇護のも

と、帝国は発展を続けてきた。あるとき、

オアレ稲に虫害が発生する。人並外れた嗅

覚をもつ少女アイシャは、オアレ稲に秘め

られた謎と向き合い…。 

 
913-ｳ しゃもぬまの島  
上畠菜緒 著 集英社  

人を死に誘う生物「しゃもぬま」が祐の

もとにやってくる。逃れる方法はしゃもぬ

まを誰かに譲ること。生と死の狭間で揺れ

る彼女が導き出した答えとは。心に傷を持

つ女性の葛藤と再生を描く幻想奇譚。（第

32 回小説すばる新人賞受賞、島根大学卒

業生） 

 

913-ｴ 5 分後に最悪のラスト 
エブリスタ 編 河出書房新社 
一番怖いのはやっぱり人間…？ 「雑踏」

「選ばれた生贄」「百話目の怪談」「オカワ

リサマ」など、身も心も震える戦慄の短編

小説１３作品を収録。 

 

913-ｴ 5 分後に大冒険なラスト 
エブリスタ 編 河出書房新社 
未知との出会い、友情、手に汗にぎるバ

トル…いざ新たな世界へ！ 「深山の王」

「魔王城の料理人」「少年と賢者の椅子」な

ど、波乱に満ちた短編小説１０作品を収録。 

 

☆913-ｶ  殺生伝 1～３  
神永学 著 幻冬舎  
時は戦国。甲斐の武田が大軍を引き連れ

て志賀城に攻めた。狙いは九尾の狐の怨念

が宿った殺生石。志賀城の姫・咲弥は殺生

石を守るために城を抜け出すが、山賊に襲

われて谷底に転落してしまう。そんな彼女

を助けたのが、山奥の住む一吾という少年

だった。妖魔の手が迫る中、遂に闘いの火

蓋が切られる。 

 
913-ｶ さよならも言えないうちに 
川口俊和 著 サンマーク出版 
「最後」があるとわかっていたのに、な

ぜそれがあの日だと思えなかったんだろ

う?。家族に、愛犬に、恋人に会うために、

過去に戻れる不思議な喫茶店を訪れた４

人の男女の物語。「コーヒーが冷めないう

ちに」シリーズ。 

 

☆913-ｻ たとえばラストダンジョン
前の村の少年が序盤の街で暮らすよ
うな物語 ５～12  
サトウとシオ 著 SB クリエイティブ 
人気シリーズの続きが入りました。 

 
913-ﾑ 桜風堂夢ものがたり  
村山早紀 著 PHP研究所 
桜風堂に月原一整がきたことで救われ

た少年・透。友人と町外れの「幽霊屋敷」

に冒険に出かけるが…。「秋の怪談」をはじ

め、小さな町の書店とそこに関わる優しい

ひとびとの姿を描いた全４作を収録。 

 

【英米文学】 
933-ﾎ カササギ殺人事件 上・下  
アンソニー・ホロヴィッツ 著 東京創元社 

１９５５年７月、パイ屋敷の家政婦が階段

の下で亡くなっていた。掃除機のコードに

足を引っかけたのか、あるいは…。余命僅

かな名探偵アティカス・ピュントの推理

は？ アガサ・クリスティへの愛に満ちた

オマージュ・ミステリ。 

 返却期限が過ぎている本は、早く返却してください。督促状を出します。 


