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特集！ 教科に結びつく本紹介
図書館からのお知らせ
夏休み貸出は、7月１６日から
・貸出冊数…5冊 (朝読書を除く）
・貸出期限…8月31日

＆

新着図書紹介！

梅雨あがけると一気に暑くなりそうですね。図書館では夏休み貸出が
始まります。一人5冊まで借りられます。また、図書委員による「真夏の
お話会」は、いつもとちょっと違った形で予定しています。お楽しみに。
夏休み中は
午前 １０:００～１２：００
午後 １３：３０～１６：００

※図書館のＰＣ交換工事のため
８月３日～２６日は PCシステムでの
貸出・返却できません
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水
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7月 ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１
朝・回収

今月のおすすめの本！

『未来の授業』 瀧本 哲史／著 講談社

８月

世界全体を巻き込み、より安い人間が選ばれ、
ロボットが人間にとって代わる時代、どう立ち向か
えば良いのでしょう？この本は、投資家の著者が、
中学生に向け、先人たちの偉業と失敗を例に挙げ
ながら、「未来をつくる五つの法則」を分かりやす
く語っています。「自分が感じた小さな違和感を大
切に育てる」「課題発見の力が必要」など、重要な
ポイントは黄色のラインマーカーがされています。
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『学問のしくみ事典』
あらゆる「学」の歴史と
つながりがわかる！

図書 システム
不可

『世界史ＭＡＰS
歴史を動かした７２の大事件』
歴史的に有名な７２の大事件を、
精細なイラストで描かれた見開きの
ＭＡＰに再現。時間の経過に沿って
世界の中での日本を広い視野でざっ
くりと関連付けて理解できる楽しい
本です。マニアックな情報も満載！

『声に出して読みたい
理系用語』 信定 邦洋／著
『ラプラスの悪魔』『青木
まりこ現象』など、ユニーク
な響きで、興味惹かれる用語
が、文系でも分かるよう
に解説されています。

『Florence Ｎightingale』
Kitson Jazynka／著

もっと知りたい人は

『未来の授業」で紹介された
ナイチンゲールの伝記を、英語
で読んでみませんか？カラー写
真・資料・家系図も充実！

『科学用語図鑑』
水谷淳／著 はいかが。

『めんどくさがりなきみのための
文章教室』 はやみね かおる／著
『都会のトム＆ソーヤ』の作者が文章
の書き方を伝授！中学2年の健と猫の
ダナイのユーモア溢れるやり取りが楽
しめる物語仕立てですが、文章を書く
コツを、とても具体的に簡潔に教えて
くれています。夏の宿題「感想文」や
「読書郵便」が面倒でなくなるかも・・・。

土

『みるみるつながる仏像図鑑』
三宅 久雄／監修

『ハッピーになる算数』

新井 紀子／著

公式を丸暗記するのではなく、「仕組みを
考え、理解できるような体質を作る」ことが、
これからの人生をハッピーにしていく！！

永田 ゆき／著

イラストで描かれた味わい深い仏
像図鑑。仏像にまつわる「なぜ？」
「なに？」に応えようと、多面的に解
説されています。仏教伝来から順番
に仏像の流れがよくわかる本です。

夏休みの貸出は、一人5冊までです。
００２ ガ 学問のしくみ事典

茂木健一郎

１５９ カ 脱・呪縛

鎌田 實

理論社

１５９ サ 君を変える５０の名言 全3巻

佐久間 博／文

汐文社

瀧本 哲史

講談社

２０９ デ 世界史MAPS

ＤＫ社／編

主婦と生活社

２１０ オ 日本史の名場面事典

大隅 和雄 他

吉川弘文館

２１０ ハ 有職装束大全

八條 忠基

平凡社

１５９ タ

未来の授業

２９１ ニ ポプラディアプラス 日本の地理 全７巻

日本実業出版社

千田 稔 他

３６６ ナ なぜ僕らは働くのか

池上 彰／監修

衣装から小物、刀など幅広く紹介

学研

生き残るためのやりかた大百科

Joseph Pred

４００ ノ

声に出してよみたい 理系用語

信定 邦洋

KADOKAWA

４１０ ア ハッピーになれる算数 (よりみちパンセ)

新井 紀子

イーストプレス

高橋 順子

小学館

前野 ウルド 浩太郎

光文社

４８６ マ ウルド昆虫記 バッタを倒しにアフリカヘ
５１９ ミ

身近にできるSDGｓ エシカル消費 全3巻

三輪 昭子

ﾊﾞｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

さえら書房

５９０ オ 夏を涼しく！ おばあちゃんの知恵袋

NPO法人知恵袋の会

５９４ ホ かわいい背守り刺繍

堀川 波

誠文堂新光社

三宅 久雄／監修

誠文堂新光社

７１８ ミ

みるみるつながる仏像図鑑

一般的には知られていない京都の
何気ない名所が、文献や史料にあた
りながら丁寧に紹介されています。

ナカニシヤ出版

３６９ フ

雨の名前

日本史の転機となった名場面を
豊富な図版を付け詳しく解説。

ポプラ社

291.6キ 京都 まちかど遺産めぐり

４５１ タ

医師でもある作者が、未
来へ進んでいく十代に向け、
呪縛から脱する力を優しく
力強い言葉で語っています。
「この本は、二十四時間オープ
ンしている君の保健室だ」

７８０ ス スポーツ年鑑 ２０２０

世の中の仕組みを豊富なイラストや
データで見える化し分かりやすく解説。
中２のハヤトがマンガに登場し、働くこ
との意味や心構えを学んでいきます。
季節ごとの、様々な「雨の名前」を、
詩とエッセー・写真で紹介した辞典

地球環境や人、社会、地域に配慮し
た消費について、調べ、考える本

大和出版

「夏ばてを防ぐ」食べもの
や、「熱帯夜でもぐっすり
眠る」知恵など紹介。電気
を減らしエコな生活を！

ポプラ社

さまざまな難易度の隠し絵錯視
アート135点がクイズ形式で楽しめる

７９８ サ 謎解き錯視 傑作１３５選

ｼﾞｬﾝﾆ・Ａ・ｻﾙｺﾈ

創元社

８０７ セ 笑う回文教室

せと ひとせ

創元社

８１４ シ 知っておきたい 故事成語 全3巻

全国漢文教育学会

汐文社

８１６ ハ めんどくさがりなきみのための文章教室

はやみね かおる

飛鳥新社

小嶋 ゆかり・神野 紗希

金の星社

俳句・短歌のつくりかたも紹介！

幻冬舎

『蜜蜂と遠雷』のスピンオフ短編小説集

９１１ コ

声に出して楽しもう俳句・短歌 全３巻

９１３ オ 祝祭と予感

恩田 陸

９１３ カ 熱源

川越 宗一

(第162回 直木賞受賞作)

９１３ テ 水を縫う

寺本 はるな

文藝春秋

史実をもとにした、樺太アイヌの物語

集英社

東野 圭吾

実業之日本社

９１３ マ シャインロード

升井 純子

講談社

９２９ チ 保健室のアン・ウニョン先生

チョン・セラン

９３３ ロ ぼくの見つけた絶対値

キャスリン・アースキン

作品社

B９１３ヒ なんて素敵にジャパネスク １・2巻

氷室 冴子

集英社

B９１３マ デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士

丸山 正樹

文藝春秋

B９１４ツ そこに君がいた

辻 仁成

９１３ ヒ

クスノキの番人

ユーオモあふれる回文や
遊び方を紹介。「回文方程式
の作り方」を参考に、オリジ
ナル回文を作ってみては？

『甘夏とオリオン』 増山 実／著

９１３ マ

角川書店

師匠が演じる「突き抜けたアホ」に
憧れ弟子入りした甘夏でしたが、突然
師匠が失踪。彼女は、二人の兄弟子と
毎月２３日の深夜、居候先の銭湯を借
りて落語会を開き、師匠を待ち続けま
す。兄弟子や師匠との掛け合いが絶
妙で、来るお客も個性的。何より、登場
する落語の演目が興味深い話です。

亜紀書房

新潮社

『アーモンド』 ソン・ウォンピョン／著 矢島暁子／訳
祥伝社

９２９ ウ

「○○らしさ」からはみ出
てしまう自分に戸惑い葛藤す
る姿が、語り手を変えながら、
繊細に描かれていきます。

感情形成に関わる扁桃体が人より小
さいヨンジュ。喜怒哀楽の感情が表現で
きるよう訓練する母、「かわいい怪物」
と呼ぶ祖母から大切にされていました。
しかし十五歳の誕生日、二人が通り魔に
襲われます。こんな悲惨な時でも悲し
みの感情を抱けないヨンジュでしたが、
歪んだ性格のゴニと出会い変化が・・・。

霊能力を持つアン・ウニョン先生が、
邪悪なものに立ち向かう奮闘物語。

窃盗未遂の罪で起訴さ
れたろう者の裁判で通訳
を引き受けた手話通訳士
を描く社会派ミステリー。

『窓 』

９１３ コ

小手鞠 るい／著

小学館

ある日、窓香に届いた外国からの
小包には、亡くなった母が託した美
しいノートが一冊入っていました。
手を離してしまった我が子への思
い、ジャーナリストとして使命を果た
そうとする姿、思いがいっぱい詰
まったノートを手に、中学生の窓香は
何を感じ、どう行動するのでしょう。

