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新着図書案内 2017年 12月発行 

    

ラベル記号 タイトル 著者 出版社 
 

出版・情報 

007.3/ナ/ 最新コンテンツ業界の動向とカラクリがよくわかる本 中野明 著 秀和システム 

031.5/ギ/ ギネス世界記録 2018 
クレイグ・グレンディ 

(編集) 
KADOKAWA 

031/ゲ/ 現代用語の基礎知識２０１８ 自由国民社 自由国民社 

071 朝日新聞縮刷版／２０１７年１０月 朝日新聞社 編 朝日新聞出版 

 

哲学・人生訓 

104/ヨ/ なぜと問うのはなぜだろう／ちくまプリマー新書 吉田夏彦 著 筑摩書房 

159.7/ヨ/ 漫画 君たちはどう生きるか 吉野源三郎 原作 マガジンハウス 

159.7/ヨ/ 君たちはどう生きるか 吉野源三郎 著 マガジンハウス 

 

歴史 

209.3/イ/ 
ヨーロッパ文明の起源／聖書が伝える古代オ

リエントの世界／ちくまプリマー新書 
池上英洋 著 筑摩書房 

209/イ/ エリア別だから流れがつながる世界史 祝田秀全 監修 朝日新聞出版 

 

社会 

304/ブ/ 文藝春秋オピニオン２０１８年の論点１００ 文藝春秋 文藝春秋 

316.8/ア/ 
ユダヤ人を救った動物園／アントニーナが愛

した命 

ダイアン アッカー

マン 著 
亜紀書房 

327.6/ム/ 昔話法廷／Ｓｅａｓｏｎ２ 
ＮＨＫ Ｅテレ「昔話

法廷」制作班 編 
金の星社 

334.4/タ/ ルポ不法移民／岩波新書 田中研之輔 岩波書店 

361.4/ハ/ メディア不信／岩波新書 林香里 著 岩波書店 

367.6/ヤ/ どうなってるんだろう？子どもの法律 山下敏雅 編著 高文研 

369.4/オ/ 
最新保育サービス業界の動向とカラクリがよ

～くわかる本 
大嶽広展 著 秀和システム 

389/ア/ 世界のタブー／集英社新書 阿門禮 著 集英社 

395.3/サ/ 
沖縄の基地の間違ったうわさ 

／岩波ブックレット 

佐藤学 著 

屋良朝博 著 
岩波書店 

 

理科・医学 

435.1/ス/ トコトンやさしい水素の本／第２版 水素エネルギー協会 編 日刊工業新聞社 

493.7/ヨ/ よくわかる強迫症 有園正俊 著 主婦の友社 

493.7/ヨ/ よくわかる統合失調症 白石弘巳 監修 主婦の友社 

493.7/ヨ/ よくわかる境界性パーソナリティ障害 林直樹 監修 主婦の友社 

493.7/ヨ/ よくわかるパニック障害・ＰＴＳＤ 貝谷久宣 監修 主婦の友社 

493.7/ヨ/ よくわかる双極性障害＜躁うつ病＞ 貝谷久宣 監修 主婦の友社 

498.5/ア/ トコトンやさしいアミノ酸の本 味の素株式会社 編著 日刊工業新聞社 

 

産業 

674.4/コ/ 最新広告業界の動向とカラクリがよくわかる本 蔵本賢 著 秀和システム 

675.4/ス/ トコトンやさしい小売・流通の本 鈴木邦成 著 日刊工業新聞社 

699.2/ナ/ 最新放送業界の動向とカラクリがよくわかる本 中野明 著 秀和システム 

 

芸術 

779.1/カ/ 
空気の読み方、教えてください 

カナダ人落語家修業記／小学館よしもと新書 
桂三輝 著 小学館 

 

言語 

835.6/タ/ もう迷わない！前置詞の使い方がわかる本 多岐川恵理 著 明日香出版社 

837.5/イ/ アリスのことば学／不思議の国のプリズム 
稲木昭子 著 

沖田知子 著 

大阪大学出版

会 

837.7/ク/ クリスマスの３つの物語／日英対訳 

Ｃ．ディケンズ 原作

Ｏ．ヘンリー 原作 

Ｈ．Ｃ．アンデルセン 原作 

ＩＢＣパブリッシ

ング 

837.8/ウ/ 
日本人についての質問に論理的に答える発

信型英語トレーニング 
植田一三 編著 ベレ出版 
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小説 

913.6/アヤ 金木犀と彼女の時間／ミステリ・フロンティア 彩坂美月 著 東京創元社 

913.6/イサ クリスマスを探偵と 伊坂幸太郎 文 河出書房新社 

913.6/オカ キラキラ共和国 小川糸 著 幻冬舎 

913.6/クツ 海に向かう足あと 朽木祥 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/コテ 星ちりばめたる旗 小手鞠るい 著 ポプラ社 

913.6/サノ この世界にｉをこめて／メディアワークス文庫 佐野徹夜 [著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/ハタ シネマコンプレックス 畑野智美 著 光文社 

913.6/ハヤ 
ポンチョに夜明けの風はらませて／祥伝社文

庫 
早見和真 著 祥伝社 

913.6/マヤ 貴族探偵対女探偵／集英社文庫 麻耶雄嵩 著 集英社 

913.6/ユス さらさら流る 柚木麻子 著 双葉社 

913.68/ニ ２０３０年の旅／中公文庫 恩田陸[ほか] 著 中央公論新社 

933.7/イシ 日の名残り／ハヤカワｅｐｉ文庫 
カズオ・イシグロ 著

／土屋政雄 訳 
早川書房 

933.7/エカ ザ・サークル／上・下／ハヤカワ文庫 ＮＶ 
デイヴ エガーズ 

著 
早川書房 

933.7/コル 新銀河ヒッチハイク・ガイド／上・下／河出文庫 
Ｅ．コルファー 著 

安原和見 訳 
河出書房新社 

 

進路・小論文コーナー 

376.8/カ/ 
看護医療系の志望理由書・面接／専門学校

受験 
神崎史彦 編著 文英堂 

816.5/イ/ 
大学入試小論文をひとつひとつわかりやす

く。 
伊藤博貴 著 学研プラス 

 

ライトノベル 

913.6/ユウ/53 現代編・近くば寄って目にも見よ 結城光流 [著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/ユキ/16 彩雲国物語／[１６]／蒼き迷宮の巫女 雪乃紗衣 [著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/ユキ

/17/18 
彩雲国物語／紫闇の玉座 上・下 雪乃紗衣 [著] 

角川グループパ

ブリッシング（発

売） 

 

   

    北勢地区高校生ビブリオバトルが開催されました。  
   11 月 23 日（祝・木）、県立北星高校を会場に行われました。 

当日は地区内の公私立高校から 25 名のバトラー（発表者）が登壇し、それぞれ

がオススメしたい本について語り、中には熱唱（？）もありました。 

予選でチャンプ本に選ばれた 6 人は、12 月 10 日（日）に津市で開催された県

大会に出場しました。 

 

 予選チャンプ本は以下の通りです。（タイトルの五十音順） 

いのちの車窓から 星野 源 著 

神さまのいない日曜日 入江 君人 著 

幻想郵便局 堀川 アサコ 著 

珈琲店タレーランの事件簿 岡崎 琢磨 著 

疾風ロンド 東野 圭吾 著 

プシュケの涙 柴村 仁 著 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

冬休み前 特別貸し出しのお知らせ 
12月 8日(金)から 22日（金） までに借りた本の返却期限は 

1月 10日（水） 【始業式の翌日】 です。 

いつもと同じく、冊数の制限はありません。 

普段よりも時間があるこの時期、気になっていた本など 

ぜひ読んでみてはいかがでしょう。 

 


