『森の生活図集』
『地政学でわかるわたしたち スズキ サトル 笠倉出版社
の世界 12地図が語る国際情勢 』 今人気の一人キャンプ。
ティム・マーシャル／著 評論社
焚火の技術だけでなく木
世界各地で起こる出来事に を傷めない切り方も紹介
は、地理・地形的な要素が
影響していることに着目し、
１２のイラスト地図で表現。 『日本百名山地図帳』
山と渓谷社

『化石になりたい
よくわかる化石のつくりかた 』

土屋 健 他／著 技術評論社

100万年後の博物館に化石
標本となるための方法を真剣
に解説したユニークな本です。
宝石化する、琥珀に包まれる、
自然冷凍庫でなど12に分類し
紹介しています。写真満載！

『生物の進化大図鑑』
マイケル・J・ベントン／監修
河出書房新社

生命誕生から微生物や植物、
昆虫まで、あらゆる生物を可
能な限り網羅した500ページ
にわたる迫力の大図鑑。古生
物・恐竜など最新CGで復元。

『海の世界地図』 『３６６日の世界遺産』
こどもくらぶ／訳
丸善出版

様々な側面か
ら人間の活動と
海との結びつき
を紹介した本。

『知られざる弥生ライ
フ :え? 弥生土器なのに縄
「ドラマを味わう」「謎と 文があるって本当ですか』
不思議を愉しむ」など曜日
譽田 亜紀子／著
ごとのテーマを設定し紹介。
誠文堂新光社

『美しい小さな雑草
の花図鑑』

小林 克己／監修 三才ブックス

お気に入りの遺産との出会いを。

『無人島冒険図鑑』
梶 海斗 秀和システム

三密を避ける究極の無人
島生活。この本では、個性
に富んだ無人島の紹介、無
人島へ行く準備、そこで生
き残るためのすべを丁寧に
解説しています。日常から
離れ自然と触れ合いながら
自分と向き合ってみては？

『日本全国
駅名 めぐり』
今尾 恵介／著
日本加除出版

＊知られざる弥生時代
をイラストを添えて

川上 和人／著 西東社

「雑草の小さな花が
こんなにも美しいのか」
と再認識！見ているだ
けでも心が和みます。

『花と昆虫のしたたか
で素敵な関係』
石井 博／著 ペレ出版

受粉のための花粉の
運搬を昆虫に依存して
いる植物はとてもした
たか。花の色や形を変
えて、操っています。

『トリノトリビア』
川上 和人／著 西東社

「行動の理由を想像
するもよし、セルフ
をつけるもよし。」
鳥類学者がこっそり
教える愉快な豆知識

ジャイルズ・スパロウ／著
河出書房新社
大画像で、探査衛星から
の迫力満点の写真集。宇宙
を間近に実感できます。

オリヴィア・コスキー他／著

「太陽系観光ツアー代理店」が
おすすめのスポット、旅の準備、
各天体の最新情報をユーモア
たっぷりに解説してくれます。

『国立天文台教授が教える
ブラックホールってすごいやつ』

『ツキノワグマのすべて』 『ジブン専用パソコン
小池 伸介／著 文一総合出版

本来、ツキノワグマは
人間とは関わりなく森の
中でひっそりと暮らして
います。そんな悠々たる
姿や生態を伝えたい著者
の思いが詰まった本です。

Raspberry Pi で
プログラミング』

本間 希樹／著 扶桑社
宇宙が「ビックバン」という大き
な爆発から始まり膨張し続けている、
「ブラックホール」がなんでも吸い
込むのは重力が大きいからなど、宇
宙の奇跡・不思議を紹介した本です。

阿部 和広・塩野祐樹
／著 誠文堂新光社
＊ゲームづくりから
自由研究まで

『最新eスポーツ
の教科書』

『街の中で見つかる
「すごい石」』

岡安学／著
秀和システム
eスポーツという
新しい職種を知る

西本 昌司／著

普通の地名に
日本実業出版社
見えて実は歴史
新宿小田急
の謎が隠れてい
百貨内壁にある
たり、思いが込
アンモナイトを
められていたり、 探してみて！

『太陽系惑星』

『太陽系観光旅行読本』 原書房

—アンケート２．興味あること—

『いちばんやさしい５Gの教本』
藤岡雅宣／著

インプレス

新しい通信システム５Gについて、
技術的な内容や、ビジネスへの活用
事例などを解説した教科書本。

そんな駅名を紹介。

『どうぞ愛をお叫びください』
武田 綾乃／著 新潮社

明るくノリのいい幼なじみ織田に「ユー
『お金と経済の図鑑』
技術評論社

お金のしくみ、経済の
しくみについて、理解し
ておくことは大切なこと。
家庭の身近な収支から、
仮想通貨や公共料金、世
界経済まで網羅した本。

い深
いし

平林 純／著

円水社

”鉄砲“と”弓“、向かい合っ
て戦ったら勝つのはどっち？
素手で刀を受け止めることは可能
なのか？など、科学の視点から歴
史を調べ上げた本。話したくなる!

『アニメーションの基礎知識大百科』
神村 幸子／著

チューバーやろうぜ」といきなり告げられ、
ゲーム実況動画を投稿することになった主人公
松尾。普通なら付き合わないタイプの高校生２
人が加わり試行錯誤しながら実況に参戦します。
フォロアー数を気にしたり、メンバー間の意識
のずれなど感じつつも、４人でゲームをする無
邪気な楽しさも伝わってくる青春小説です。

『科学でツッコむ日本の歴史』

グラフィック社

新人アニメーターのための用語や技術
を詳しく解説しています。アニメについ
て興味のある人は、順を追って読み進む
と、アニメ制作の工程がわかり、興味が
広がっていく構成になっています。

『絵でわかる
パラドックス大百科』
ニュートン別冊
＊なぜ相反する二つの結
論が同時に導かれる？
５０の逆説を紹介！

『ビーカーくんの
ゆかいな科学実験』
うえたに夫婦／著
誠文堂新光社
＊実験器具たちが案内し
てくれる化学実験の本

『もやしもんと感染症屋の
気になる菌辞典』石川雅之／絵
岩田健太郎／著 朝日新聞出版
72種の菌などの医学的な内容を
キャラクターを使い分かり易く解説

『無限の中心で』

『デザイン力の基本』

『絵を見る技術』

ウジ トモコ／著
日本実業出版社
ちょっとした基本ルール
を意識するだけで、驚くほ
ど心に響く作品になります。
デザイン力が身に付く本。

秋田 麻早子／著 朝日出版社

い深

表面的な印象だけでなく、
線・形・色などの造形の見
るべきポイントを押さえて
観察すると、「絵ってそう
なっていたんだ」がわかる!

『青春ハンドメイド 3.お部屋を

＊アンケートを参考に購入した新着本を紹介！

まはら 三桃／著 講談社
『文房具語辞典』
インフィニティ―総合学園高等部はそ
高畑 正幸／著 誠文堂新光社
れぞれの才能を伸ばすべく６つの学科が
文房具が大好き、テレビ番
あります。普通科文系に通うとわは数学
組にも出場した文房具王が、
が苦手。けれども新聞部の美織
に頼まれ「数学研究部」を取 『14歳からの数学』 定義だけでなく、始まりや重要
材することになります。そこ 佐治 晴夫／著 春秋社 なエピソード、科学的な解説、
には、風変わりな３人の男子
＊数のふしぎの１週間 豆知識などをぎゅっと詰め込
んだ辞典。誰もが楽しめます。
と「木曜のミステリー」が…。

『世界一美味しい手抜きごはん』
はらぺこグリズリー／著
KADOKAWA

いろどるインテリア・ツール 』
学研プラス
手作りのインテリアを作るための
デザイン・道具の準備・木材選び・
製作のコツなど手順がわかる写真入
りで解説。バリエーションも豊富。

おつまみ角煮、揚げないカツ、
濃厚ガトーショコラなど“いかに
簡単に美味しく作るか“を極限ま
で追及して作られたレシピ本です。

『ミニチュアスイーツ
『プチかわいい
＆フード大全』
イラストが描ける本』 きくち けい／著 成美堂出版

『はじめての消しゴム
はんこ』立澤 あさみ／著
メイツ出版
＊押すたびに違う味わいが
出る自分だけのハンコを!

カモ／著 メイツ出版
ボールペンを使って、
自分でも簡単にイラスト
が描けるコツを教えてく
れる本。見本も満載です。

思わず食べたくなる！
本物そっくりなミニチュア
フードの作り方。材料や道
具、作り方のコツなど写真
入りでわかりやすく解説。

