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新着図書案内 2018年 1月発行 

    

ラベル記号 タイトル 著者 出版社 
 

出版・情報 

031.8/ス/ 異名・ニックネーム辞典 杉村喜光 編著 三省堂 

071// 朝日新聞縮刷版２０１７年１１月 朝日新聞社 編 朝日新聞出版 

 

心理学・宗教 

140.2/ハ/ パブロフの犬／実験でたどる心理学の歴史 
アダム ハート＝

デイヴィス 著 
創元社 

167.2/キ/ 図説イスラム教の歴史／ふくろうの本 菊地達也 編著 河出書房新社 

 

歴史・地理 

210/ニ/ 日本史モノ事典 平凡社 編 平凡社 

237/タ/ イタリアの歴史を知るための５０章 高橋進 編著 明石書店 

289.1/エ/ 榎本武揚と明治維新／岩波ジュニア新書 黒瀧秀久 著 岩波書店 

290.3/セ/ 今がわかる時代がわかる世界地図／２０１８年版 成美堂出版編集部 

編集 
成美堂出版 

291/セ/ 今がわかる時代がわかる日本地図／２０１８年版 

 

社会・教育 

302.2/ハ/ バングラデシュを知るための６６章 大橋正明 編著 明石書店 

302.3/ハ/ ベラルーシを知るための５０章 服部倫卓 編著 明石書店 

329.3/イ/ 「国境なき医師団」を見に行く 
いとうせいこう 

著 
講談社 

330.4/カ/ 
感じる経済学／コンビニでコーヒーが成功して、

ドーナツがダメな理由 
加谷珪一 著 ＳＢクリエイティブ 

338.2/ヒ/ 最新銀行業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 平木恭一 著 秀和システム 

338/ヤ/ 新しい時代のお金の教科書／ちくまプリマー新書 山口揚平 著 筑摩書房 

350/ヤ データでみる県勢２０１８ 矢野恒太記念会 編集・発行 

361.4/ハ/ 多文化共生のための異文化コミュニケーション 原沢伊都夫 著 明石書店 

366.2// 東南アジアで働く／なるにはＢＯＯＫＳ 横山和子 著 ぺりかん社 

366.2// 魚市場で働く／なるにはＢＯＯＫＳ 鑓田浩章 著 ぺりかん社 

369.2/セ/ 精神保健福祉士の一日 
ＷＩＬＬこども知

育研究所 編著 
保育社 

369.4/コ/ 
うちの子になりなよ 

／里子を特別養子縁組しました 
古泉智浩 著 イースト・プレス 

375/ク 思考を深める探求学習 桑田てるみ 著 
全国学校図書館

協議会 

376.1/タ/ 保育の仕事がわかる本 田代和美 編著 日本実業出版社 

379.9/シ/ 人工知能時代を生き抜く子どもの育て方 神野元基 [著] 
ディスカヴァー・

トゥエンティワン 

 

理科・医学 

403.6/コ/ 理科年表／第９１冊（平成３０年） 国立天文台 編 丸善出版 

420.2/ハ/ 
シュレディンガーの猫／実験でたどる物理学

の歴史 

アダム ハート＝デ

イヴィス 著 
創元社 

491.6/カ/ 体と病気の科学知識／ニュートンムック 
 

ニュートンプレス 

498.1/シ/ 柔道整復師の一日 
ＷＩＬＬこども知育研

究所 編著 
保育社 

 

環境 

519/ウ/ 地球環境問題がよくわかる本 浦野紘平 共著 オーム社 

 

産業 

648.2/タ/ 
ニッポンの肉食／マタギから食肉処理施設まで

／ちくまプリマー新書 
田中康弘 著 筑摩書房 

682.1/キ/ 牛車で行こう！／平安貴族と乗り物文化 京樂真帆子 著 吉川弘文館 

 

芸術 

760.9/オ/ 最新音楽業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 大川正義 著 秀和システム 

763.2/チ/ 
中学生・高校生のピアノ・ソロ人気Ｊ－ＰＯＰ３０／

中級  

シンコーミュー

ジック・エンタテ

イメント 

 
763.2/チ/ 

中学生・高校生のピアノ・ソロ テレビ・映画・アニソ

ンヒッツ３０／中級  
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763.5/フ/ まるごとエレキギターの本 藤城裕樹 著 青弓社 

763.5/ヤ/ まるごとアコギの本 山田篤志 著 青弓社 

 

言語 

814/イ/ 小説の言葉尻をとらえてみた／光文社新書 飯間浩明 著 光文社 

816.5/ク/ 
学生のレポート・論文作成トレーニング 

／スキルを学ぶ２１のワーク 

桑田てるみ 編 

桑田てるみ ほか執筆 
実教出版 

833.4/ヤ/ 日英ことわざ文化事典 山田雅重 著 丸善出版 

833/ニ/ 日英ことばの文化事典 亀田尚己［ほか］ 著 丸善出版 

835.5/タ/ もう迷わない！時制の使い方がわかる本 多岐川恵理 著 明日香出版社 

837/ア/ 【英文対照】天声人語／２０１７秋 朝日新聞論説委員室 編 原書房 

 

小説 

913.6/アサ 人間タワー 朝比奈あすか 著 文藝春秋 

913.6/オク リバース＆リバース 奥田亜希子 著 新潮社 

913.6/オサ 金色夜叉／新潮文庫 尾崎紅葉 著 新潮社 

913.6/カク 坂の途中の家 角田光代 著 朝日新聞出版 

913.6/カワ テーラー伊三郎 川瀬七緒 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/サワ 火定 澤田瞳子 著 ＰＨＰ研究所 

913.6/シオ 夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく 汐見夏衛 著 スターツ出版 

913.6/シラ 他に好きな人がいるから 白河三兎 著 祥伝社 

913.6/ドリ あん／ポプラ文庫 ドリアン助川 [著] ポプラ社 

913.6/ハヤ 西郷どん！／前・後編 林真理子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/フシ ふたご 藤崎彩織 著 文藝春秋 

913.6/ユス 伊藤くんＡ ｔｏ Ｅ／幻冬舎文庫 柚木麻子 [著] 幻冬舎 

913.6/ワタ 意識のリボン 綿矢りさ 著 集英社 

933.7/ハ 嘘の木 

フランシス・ハーディ

ング 著 

児玉敦子 訳 

東京創元社 

933.7/ホタ/ ペーパーボーイ／ＳＴＡＭＰ ＢＯＯＫＳ 
ヴィンス ヴォーター 

作 
岩波書店 

 

 

進路・小論文コーナー 

816.5/タ/ 
人文・教育系小論文頻出テーマ２０／書き方

のコツがよくわかる 
高橋廣敏 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

816.5/タ/ 
社会科学系小論文頻出テーマ１６／書き方の

コツがよくわかる 
高橋廣敏 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 

コミック 

498.6/フ 麦ばあの島／全４巻 古林海月 作 画 すいれん舎 

  

 

   

  

●●● ライアンから寄贈された本 ●●● 
    297.1 『Australia』 

豊かな自然、歴史や文化など、オーストラリアの魅力が満載です。 

 

● 第 158 回 芥川賞・直木賞は 1月 16日発表 ● 
直木賞候補には、四日市市にゆかりのある伊吹有喜さん、“セカオワ“ の藤崎彩織

さんがノミネートされています。当日夜のニュースを要チェックです。 

 

● 2018／平成 30年 に読みたい本 ● 
 『西郷どん！』 1 月 7 日（日）スタートのＮＨＫ大河ドラマ原作本です。 

『平成三十年』 20 年前に書かれた、いわゆる「近未来小説」。小説で描かれた 

世界と現実の日本、比べてみてはいかがでしょうか。 

『未来の年表』 2017 年に話題になった新書の一つ。上記の小説と合わせて読んで

みてください。 

 

ハンセン病を主題にしたマンガです。 


