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新着図書案内 2017年 6月発行 

 

ラベル記号 タイトル 著者 出版社 
 

学問・情報 

002/テ/ 人生を面白くする本物の教養／幻冬舎新書 出口治明 著 幻冬舎 

071// 朝日新聞縮刷版／２０１７年４月 朝日新聞社 編 朝日新聞出版 

 

哲学・心理学 

104/ト/ はじめての哲学的思考／ちくまプリマー新書 苫野一徳 著 筑摩書房 

141.6/ア/ 
はじめての「アンガーマネジメント」実践ブック／

自分の「怒り」タイプを知ってコントロールする 
安藤俊介 [著] 

ディスカヴァー 

・トゥエンティワン 

 

 

 

 

 

 

歴史・地理 

209/ハ/ 
サピエンス全史／上・下 

／文明の構造と人類の幸福 

ユヴァル ノア・ハラリ 

著 
河出書房新社 

234.6/マ/ 図説ウィーンの歴史／ふくろうの本 増谷英樹 著 河出書房新社 

288.4/カ/ 図説ヨーロッパの王朝／ふくろうの本 加藤雅彦 著 河出書房新社 

 

 

社会 

311/ハ/ 
国ってなんだろう？ 

／あなたと考えたい「私と国」の関係 
早尾貴紀 著 平凡社 

312.9/ス/ 図解でよくわかる地政学のきほん 荒巻豊志 監修 誠文堂新光社 

319.8/ミ/ 
ナビラとマララ／「対テロ戦争」に巻き込ま

れた二人の少女 
宮田律 著 講談社 

323.1/イ/ 超訳日本国憲法／新潮新書 池上彰 著 新潮社 

330.4/ナ/ 
お金ってなんだろう?／あなたと考えたいこ

れからの経済 
長岡慎介 著 平凡社 

335.1/ユ/ 

夢を追いかける起業家たち／ディズニー、

ナイキ、マクドナルド、アップル、グーグ

ル、フェイスブック 

ギルバート 著 西村書店 

366.2/青/145 ビルメンテナンススタッフになるには 谷岡雅樹 著 ぺりかん社 

367.9/ト/ 同性婚だれもが自由に結婚する権利 
同性婚人権救済弁

護団 編 
明石書店 

369.3/ヒ/ 災害ボランティア入門 
ピースボート災害ボラ

ンティアセンター 編 
合同出版 

379.9/キ/ 
家庭教育は誰のもの？／家庭教育支援

法はなぜ問題か／岩波ブックレット 
木村涼子 著 岩波書店 

382.1/ヘ/ 菊と刀／光文社古典新訳文庫 
ベネディクト 著 

角田安正 訳 
光文社 

395.3/オ/ これってホント！？誤解だらけの沖縄基地 
沖縄タイムス社編集

局 編著 
高文研 

 

理科・医学 

402.9/ス/ 
北極・南極探検の歴史／極限の世界を体感す

る１９のアクティビティ／ジュニアサイエンス 

Ｍａｘｉｎｅ Ｓｎｏｗｄｅ

ｎ [著] 
丸善出版 

431.1/ケ/ 
元素周期表パーフェクトガイド／元素でできた

この世界が手に取るようにわかる 

元素周期表パーフ

ェクトガイド編集チ

ーム 編集 

誠文堂新光社 

480/マ/ 動物[モグ]図鑑／みんな何食べてる？ 
松原卓二 写真 

文 
小学館 

490.2/ホ/ ５０の事物で知る図説医学の歴史 ギル ポール 著 原書房 

491.3/ノ/ 
いのちの不思議を考えよう／３／脳の神秘を探

ってみよう 
朝日新聞出版 編 朝日新聞出版 

498.1/マ/ 看護学部・保健医療学部／なるにはＢＯＯＫＳ 松井大助 著 ぺりかん社 

 

 

 

 

「クイック診断」を試してみた人いわく、 

 “意外な結果でした”。 己を知って適切に対処したいものです。 

マララさんと同じくパキスタン出身で、 

イスラムの女性たちへの教育を訴えて 

襲われた少女を知っていますか？ 
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技術・家庭 

523.3/イ/ もっと知りたいガウディ／生涯と作品 入江正之 著 東京美術 

523.3/ハ/ もっと知りたいル・コルビュジエ／生涯と作品 林美佐 著 東京美術 

596.6/サ/ スタッフドブレッド／具材をぎゅっと詰めるだけ！ 佐々木のぞ美 著 マガジンランド 

596.6/ホ/ 
かんたんおいしい型なしタルト 

／お菓子にも、おかずにも。 
星野奈々子 著 日東書院本社 

599/ア 
赤ちゃんの発達のふしぎ／１～３ 

 

江頭恵子 文 

鈴木永子 絵 
大月書店 

 

産業 

627/ヤ/ 調べてなるほど！花のかたち 柳原明彦 絵と文 保育社 

649/イ/ 動物看護師になるには 井上こみち 著 ぺりかん社 

687.6/タ/ 航空・貨物の謎と不思議 谷川一巳 著 東京堂出版 

 

 

芸術・スポーツ・娯楽 

723/ス/ イラストで読む奇想の画家たち 杉全美帆子 著 河出書房新社 

724.5/マ/ 
動物ポーズ集／１５０種の動物の形・動きがわか

る／１５００以上のポーズを収録 
前田和子 著 誠文堂新光社 

763.5/シ/ 
初心者のためのエレキ・ベース講座 

／ゼロから始められるあんしん入門書！ 

自由現代社編集

部 編著 

自由現代社（発

売） 

764.3/イ/ 
オーケストラの読みかた 

／スコア・リーディング入門 
池辺晋一郎 著 学研プラス 

764.6/ウ/ ブラバン甲子園大研究／高校野球を１００倍楽しむ 梅津有希子 著 文藝春秋 

783.4/ヒ/ サッカー ボールを使ったフィジカルトレーニング 広瀬統一 共著 
ベースボール・

マガジン社 

796.9/ワ/ 図解チェス入門／はじめてでもよくわかる！ 渡辺暁 著 朝日新聞出版 

 

言語 

837.7/イ/ 世界を変えたアメリカ大統領の演説 井上泰浩 著 講談社 

 

 

 

小説 

913.6/イケ/ アキラとあきら／徳間文庫 池井戸潤 著 徳間書店 

913.6/キタ/ 
ちょっと今から仕事やめてくる 

／メディアワークス文庫 
北川恵海 [著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/キタ/ 化学探偵Ｍｒ．キュリー／３～５／中公文庫 喜多喜久 著 中央公論新社 

913.6/ツシ/ かがみの孤城 辻村深月 著 ポプラ社 

913.6/ニシ 掟上今日子の裏表紙 西尾維新 著 講談社 

913.6/フシ 武曲（むこく）／文春文庫 藤沢周 著 文藝春秋 

913.6/マタ/ 劇場 又吉 直樹 著 新潮社 

913.6/マツ たたら侍／朝日文庫 錦織良成 原作 朝日新聞出版 

913.6/マツ 
フライト・ゲーム／高校生が自分と向き合うた

めの１８の方法 
松葉健司 著 星雲社（発売） 

913.6/マツ 魔法のランプ／幸せな人生を選択する方法 松葉健司 著 星雲社（発売） 

913.6/ヤマ 誰がために鐘を鳴らす 山本幸久 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 

 

 

詩・エッセイ     

911.5/サイ 夜空はいつでも最高密度の青色だ 最果タヒ 著 リトルモア 

914.6/コホ/ ご本，出しときますね？／文筆系トークバラエティ ＢＳジャパン 編 ポプラ社 

914.6/ホシ いのちの車窓から 星野源 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 

ライトノベル 

913.6/シラ のうりん／１０～１３／ＧＡ文庫 白鳥士郎 著 ＳＢクリエイティブ 

 

 

・・・「新聞ダイジェスト」 が、休刊になりました・・・ 

前月に紹介したばかりですが、5月号を最後に休刊になりました。 

時事の振り返りとしては、朝日新聞縮刷版や天声人語をまとめた図書が小論文対策

コーナーにありますので活用してください。 

舞台は高校ハンドベル部

部。 ５/27公開映画の 

原作である詩集です 


