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今月は，90周年寄贈もあり，盛りだくさん！。そのため，表示がいつもと異なります。
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こんな本ですよ。

ネット依存症

樋口進

ネット依存傾向の中高生の多いこと！。悪影響と対処方法など。

理科年表 平成26年

国立天文台

2012年に噴火した世界の火山など、理科の最新データを掲載。

カラー図解でわかる通信のしくみ

井上伸雄

光ﾌｧｲﾊﾞｰを通る光は外へもれないの？、通信の疑問をｲﾗｽﾄで解説。

朝日キーワード2015

朝日新聞出版

富士山世界文化遺産登録など、2013年の主な出来事を解説。

ドラフィル!

美奈川護

持つ者に不幸を呼ぶヴァイオリンの鑑定を依頼された響介は、…。

よろず占い処 陰陽屋あらしの予感

天野頌子

元ﾎｽﾄの陰陽師と狐少年は，人捜しの依頼を受けるが…。

真夜中のパン屋さん 午前3時の眠り姫

大沼紀子

居候の希実は事件に巻き込まれていく。

終物語 中

西尾維新

臥煙伊豆湖が課す阿良々木暦への試練。

放課後はミステリーとともに2

東川篤哉

探偵部がﾗｲﾊﾞﾙのﾐｽﾃﾘ研究会から招待された。架空設定密室事件に涼は…。

ちいさなちいさな王様

アクセル・ハッケ

現れた人差し指サイズの王様は、生まれたときは大きくて、少しずつ…。

3

竜ヶ坂商店街ｵｰｹｽﾄﾗの凱旋

阿波高等学校創立90周年寄贈図書
個人情報 そのやり方では守れません

武山知裕

友達申請を受けたときのポイント、パスワード管理とセキュリティ設定法。

現代人の悩みをすっきり解消する哲学図鑑

大城信哉

どうして働かなくちゃいけないの？素朴な疑問から哲学を解説。

哲学大図鑑

W・バッキンガム

時代順、思想者毎に哲学理論を図で解説。

おとなが育つ条件

柏木惠子

あるべき姿に縛られている日本の「おとな」は、どうすればよいか。

わたしが正義について語るなら

やなせたかし

絶対的な正義なんてない。ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝ作者が考える正義。

日本のお寺と仏像の本

大角修

釈迦如来像のおでこのぽっつんは巻き毛。お寺や仏像が絵と写真でわかる。

世界遺産でわかる世界の歴史

宮崎正勝

ピラミッド、万里の長城などの世界遺産で歴史を解説。

池上彰教授の東工大講義

池上彰

東京工業大学での講義を活字化したもの。

読めばすっきり! よくわかる日本外交史

河合敦

弥生時代の、信長の、現代の外交も、日本人の外交術がわかる。

秀吉家臣団の内幕 天下人をめぐる群像劇

滝沢弘康

黒田官兵衛、竹中半兵衛、加藤清正等、秀吉家臣団を時代別に。

ドキュメント幕末維新戦争

藤井尚夫

鳥羽伏見の戦、会津での戦等、幕末維新戦争を図と写真でたどる。

レンズが撮らえた150年前の日本

小沢健志

人力車、刀を差した人…。幕末から明治頃に撮られた日本の古写真集。

中華人民共和国史 新版

天児慧

中国独自の社会主義建設の挑戦、文化大革命、中華人民共和国の通史。

世界史劇場

神野正史

イスラームの歴史を、くだけた言葉とイラストで解説。

古代ｲﾗｸ

－イスラーム世界の起源

―2つの大河とともに栄えたﾒｿﾎﾟﾀﾐｱ文明 ベス・グルーバー

ﾊﾞﾋﾞﾛﾝの空中庭園は本当にあったのか、古代ｲﾗｸの歴史を、写真で紹介。

シルクロードの古代都市

加藤九祚

中央アジアに横たわる大河アムダリヤを舞台とする文化交流を紹介。

新・ローマ帝国衰亡史

南川高志

強大な力を持っていたローマ帝国が衰退していったのはなぜか。

古代アフリカ

ｳﾞｨｸﾄﾘｱ・ｼｬｰﾛｰ

ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ、捨てられた大都市など、古代ｱﾌﾘｶの歴史を写真で紹介。

ツタンカーメン ｰ知られざる実像

大城道則

黄金ﾏｽｸで知られる少年王・ﾂﾀﾝｶｰﾒﾝの新たな研究成果から分かる実像。

新版 ラテンアメリカを知る事典

大貫良夫

ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶの自然、歴史、社会など、いろんなことが調べられる。

カメラが撮らえた 幕末の志士

『歴史読本』編集部

坂本龍馬、新選組…。おなじみの人たちの本当の姿がわかる写真集。

岩波世界人名大辞典

岩波書店

現存ずる人も、架空の人も調べられる人名事典。

わたしはﾏﾗﾗ

マララ

“女の子にも教育を”と訴え、銃撃された少女・マララの手記。

ガガーリン

－世界初の宇宙飛行士、伝説の裏側で J・ドーラン他

人類で初めて宇宙飛行に成功したｶﾞｶﾞｰﾘﾝ。34歳で事故死するまでの伝記。

藤原道長の日常生活

倉本一宏

感激屋で怒りっぽくて、気弱。日記から見える道長の姿と、平安貴族の生活。

大きな文字の地図帳

帝国書院

世界地図。人口などの統計つき。

ヴェルヌの『八十日間世界一周』に挑む

Ｍ．グッドマン

80日間で世界一周できるか？19世紀、実現した女性がいた。

原色日本島図鑑

加藤庸二

日本全国の島を、人口、面積等基本ﾃﾞｰﾀから文化までｶﾗｰ写真で紹介。

東京・横浜修学旅行まるわかりガイド

野崎陽子

東京・横浜の移動手段、観光スポット、おみやげを紹介。

古地図で読み解く 江戸東京地形の謎

芳賀ひらく

江戸時代から現代までの地図で、江戸東京の変化を比べる。

最高に楽しい大江戸MAP

岡本哲志

川が道に、ビルができたり、東京の江戸時代と今を比べる。

富士山

小山真人

７つの探訪コースをめぐり、富士山の自然の魅力を紹介する。

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙを知るための65章

田村慶子

シンガポールの歴史、国際関係、経済発展などがわかる。

現代アラブを知るための56章

松本弘

アラブの地理、歴史、文化、生活、政治がわかる。

現代ドイツを知るための62章

浜本隆志ほか

ｸﾞﾘﾑ童話の舞台、今の生活、盆栽ﾌﾞｰﾑなど、ﾄﾞｲﾂの歴史と今がわかる。

ドミニカ共和国を知るための60章

国本伊代

ドミニカ共和国の歴史、文化、日本との関係などがわかる。

ｼﾘｱ・ﾚﾊﾞﾉﾝを知るための64章

黒木英充

シリアとレバノンの、歴史、人々の暮らしなどがわかる。

ﾐｬﾝﾏｰを知るための60章

田村克己、松田正彦

ミャンマーの歴史、文化、自然などがわかる。

イタリアを知るための62章

村上義和

イタリアの歴史、政治・経済、国際関係、日本のサブカルチャーなど。

スリランカを知るための58章

杉本良男ほか

内戦、地震災害から復興するスリランカの今。

現代イラクを知るための60章

酒井啓子ほか

イラク戦争から10年。歴史から、現在の人々のくらしまで。

ｴｼﾞﾋﾌﾟﾄ革命

鈴木恵美

2001年「1月25日革命」とその後を、軍・宗教勢力・青年の視点で。

ヘイト・スピーチとは何か

師岡康子

ﾍｲﾄ・ｽﾋﾟｰﾁの定義、法規制を選んだ国と慎重論を唱える国の状況など。

民族紛争

月村太郎

民族紛争はどのように発生し、終結するのかを、６つの事例で解説。

政令指定都市 －100万都市から都構想へ

北村亘

市町村合併後、20に達した政令指定都市のしくみ、問題、大阪都構想など。

世界紛争地図

日本経済新聞社

世界で起きている紛争を、地図で解説。

法律用語辞典

法令用語研究会

法令を読んでも意味がわからない。 法律用語を解説。

―日本の島443 有人島全収録

―大自然への道案内

―軍とﾑｽﾘﾑ同胞団、そして若者たち

憲法問題

－なぜいま改憲なのか

伊藤真

憲法の本質を、立憲主義の歴史から見直す。

刑事裁判のいのち

木谷明

刑事裁判の役割と問題点、死刑制度について考え、解決の道を探る。

在日外国人 ―法の壁,心の溝

田中宏

指紋押捺の問題など、日本に住む外国人をとりまく問題について。

国際貢献のウソ

伊勢崎賢治

国際NGO活動した著者が考える、日本だからこそできる国際協力とは。

高校生からわかるﾏｸﾛ・ﾐｸﾛ経済学

菅原晃

高校生向け経済学入門書。

日本経済図説

宮崎勇ほか

日本の経済を、豊富なデータで多面的に考える。

EUの知識

藤井良広

欧州統合の歴史、ＥＵの抱える問題、主要機関の役割やしくみなどを解説。

板谷敏彦

大きな石のお金、ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ・ﾊﾞﾌﾞﾙ…。紀元前からわかる金融の歴史。

日本銀行

翁邦雄

日本銀行って何をする所？日本銀行と世界の中央銀行の歴史や仕事を解説。

金融政策入門

湯本雅士

世界の中央銀行が直面している問題、デフレに対する処方箋とは？

日本の財政

田中秀明

1000兆円を超える日本の借金。事例から、日本の財政再建を考える。

世界国勢図会 2013/14年版

矢野恒太記念会

各国の基本情報、労働、経済、ｴﾈﾙｷﾞｰ生活などの最新統計情報。

日本国勢図会 2013/14年版

矢野恒太記念会

日本と各都道府県の基本情報、産業、教育などの統計情報。

街場のメディア論

内田樹

ﾒﾃﾞｨｱの不調は、私たちの知性の不調？神戸女学院大の講義を書籍化。

日本はなぜ世界でいちばん人気があるのか

竹田恒泰

サブカルチャー、和食など、なぜ海外でブームが起きたのか。

子どもと働く

木村明子

小児科医、保育士、教師など、子どもに関わる仕事の実際となり方。

絵本作家になるには

小野 明ほか

絵本作家の仕事の実際となり方。

管理栄養士・栄養士になるには

藤原眞昭

管理栄養士・栄養士の実際の仕事、なる方法。

働くための「話す・聞く」

上田晶美

様々な仕事の人に聞いた、コミュニケーションの方法。

社会起業家になるには

籏智優子

社会の問題を、独創的なﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙで解決する社会起業家の実際の仕事となり方。

ＮＰＯ法人で働く

小堂 敏郎

ＮＰＯ法人とは何か、実際の仕事などがわかる。

「物流」で働く

広田民郎

宅配便ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ、貨物船の航海士など、物流に関する仕事の実際となり方。

ネイリストになるには

津留有希

ネイリストの仕事の内容となり方。

環境技術で働く

藤井久子

太陽光発電、バイオ燃料など、環境技術に関する仕事の内容となり方。

中学校・高校教師になるには

森川輝紀

中学校・高校教師の仕事内容となり方。

家事労働ﾊﾗｽﾒﾝﾄ

竹信三恵子

家事は、なぜ正当に評価されないのか？

保育小六法2013[平成25年版]

ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房

保育に関する法律を収録。保育士などを目指す人へ。

実用介護事典 改訂新版

大田仁史ほか

介護を中心に、医療・栄養・心理などの用語も収録。

福島原発事故 県民健康管理調査の闇

日野行介

一人の記者が探る、県民健康管理調査の真実。

ｲﾗｽﾄで理解する初めての介護

川島みどり

介護の理論から、実技までをイラストでわかりやすく解説。

先生!

池上彰

乙武洋匡など27人が考えた「先生！」エピソード。

解説教育六法 2014

解説～委員会

基本法令、判例・行政実例を掲載、解説。

金融の世界史

―バブルと戦争と株式市場

－再建の道筋と予算制度

これから研究を始める高校生と指導教員のために 酒井聡樹

研究の進め方、論文の書き方、口頭発表とﾎﾟｽﾀｰ発表の技術を説明。

高１からの進路教室

渡邉洋一

つきたい仕事、何を勉強したいか。大学・短大・専門学校の選び方。

特別支援教育

柘植雅義

特別支援教育の歴史、実践例、指導方法、海外の事例、新たな課題を解説。

100年前の写真で見る 世界の民族衣装

ﾅｼｮﾅﾙ ｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ

Ｔｼｬﾂとｼﾞｰﾝｽﾞではなく、人々が、民族衣装を着て生活していた頃の写真。

地球の食卓

―世界24か国の家族のごはん

Ｐー・メンツェル他

世界の家族と1週間分の食料の写真集。

学校の怪談

－口承文芸の展開と諸相

常光徹

口さけ女…。子どもたちから集めた学校の怪談と、日本の伝説。

知っていますか？西洋科学者ゆかりの地 IN JAPAN
ｐａｒｔ1,2

西條敏美

穴吹町にあるｱｲﾝｼｭﾀｲﾝの追悼文が刻まれた三宅速のお墓などを紹介。

親子で学ぶ科学図鑑

C・ヴォーダマンほか

小学校高学年～高校の理科を、絵や写真と平易な文章で解説。

実用技術を支える法則の本

福田遵

パスカルの原理など、法則が実際にはどう利用されているかがわかる。

面白くて眠れなくなる理科

左巻健男

ｼﾞｬｶﾞｲﾓにﾄﾏﾄの実がなった！？など、気になる話から理科を解説。

科学者が人間であること

中村桂子

大震災後、科学者ができることとは？

―多様なニーズへの挑戦

科学の宝箱 人に話したくなる25のとっておきの豆知識 TBSラジオ

「働きアリの2割は働いていない。」など、科学の豆知識を語る。

数学ガールの秘密ノート

結城浩

式とグラフを、物語形式で解説。

小島寛之

数学者と平方数、物理学者が見出した自然法則を解説。

三角形の七不思議

細矢治夫

三角形の不思議な性質を紹介。

ノーベル賞でたどる物理の歴史

小山慶太

1901年から2012年までのノーベル物理学賞受賞者と研究。

高校で教わりたかった化学

渡辺正ほか

化学が日常生活にどう役立っているかに触れつつ、化学を解説。

世界で一番美しい元素図鑑

セオドア・グレイ

元素の純粋状態の姿、用途、使用例を写真掲載。元素がきれいに見えてくる。

ガリレオ ―望遠鏡が発見した宇宙

伊藤和行

月のｸﾚｰﾀｰ、木星の衛星などを発見したｶﾞﾘﾚｵの人生と研究成果。

地形図を読む技術

山岡光治

全ての地図の元になっている国土地理院作成地形図の見方を解説。

地図はどのようにして作られるのか

山岡光治

紙の地図、デジタル地図…。地図はどうやって作られるのかを解説。

写真で比べる地球の姿

幾島幸子

島の誕生、消えていく氷河など、地球の変化を、写真で見比べる。

気候で読み解く日本の歴史

田家康

干ばつ、寒冷化、火山噴火…。日本の歴史を、気候から見る。

日本の深海

瀧澤美奈子

ﾒﾀﾝﾊｲﾄﾞﾚｰﾄ等，新資源や、不思議な生物で注目される深海の世界を紹介。

クローズアップ自然のしくみ図鑑

ジャイルズ・スパロウ

くじらのヒゲ、モグラの鼻…。電子顕微鏡で見てみれば…。

世界の美しい透明な生き物

武田正倫、西田賢司

ｶﾞﾗｽのように透明なｶｴﾙ、花…。透き通って見える生き物の写真集。

微生物の科学

中島春紫

パンも、しょうゆも作ってくれる微生物。微生物研究の歴史を解説。

世界は2乗でできている

－式とグラフ

－自然にひそむ平方数の不思議

エピゲノムと生命

太田邦史

三毛猫はコピーできない、「太り体質」の継承など、遺伝のしくみで解き明かす。

季節・生育地でひける野草・雑草の事典

金田初代

花と葉のカラー写真でわかりやすい野草・雑草の事典。

はじめての植物学

大場秀章

歩けない植物たちが、生き残るために生み出したしくみ。

植物はそこまで知っている

D・チャモヴィッツ

植物にも視覚、聴覚、嗅覚、触覚などの感覚がある！？

森のふしぎな生きもの

川上新一

気持ち悪い？かわいい？不思議な変形菌の種類から探し方まで。

危険・有毒生物

篠永哲修

ｵｵｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ、ﾏﾑｼなどの危険生物の分布、特徴、被害や症状など。

日本のチョウ

久保田修

日本のチョウの種類、見られる場所、季節など。

繭ハンドブック

三田村敏正

いろんな繭を、幼虫、成虫の写真とともに掲載。

ｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟ 人体のしくみ図鑑

Ｊ・クランシー

グミみたいな赤血球、。最新の機器で撮影された人体の顕微鏡画像。

リンパの科学

加藤征治

むくみやがんの転移にも関わるリンパの役割を解説。

脳科学の教科書 こころ編

理化学～

脳の構造、機能、言語と脳、感情、脳の病気などを、中高生向けに解説。

マンガでわかるﾎﾙﾓﾝの働き

野口哲典

ﾎﾙﾓﾝの働きと、ﾎﾙﾓﾝ分泌に不具合が生じた場合について、ﾏﾝｶﾞで解説。

単純な脳、複雑な「私」

池谷裕二

吊り橋上の告白など、脳科学で心の不思議をやさしく解き明かす。

iPS細胞の世界

京大～研究所

iPS細胞の基本と可能性を、京都大学iPS細胞研究所が語る。

依存症のすべて

廣中直行

ﾏﾘｰ・ｱﾝﾄﾜﾈｯﾄは買い物依存症？

看護師まるごとガイド

田中美恵子

看護師の仕事内容、なり方。

栄養学を拓いた巨人たち

杉晴夫

体内の燃焼を発見しながらも革命で処刑されたﾗﾎﾞｱｼﾞｴ…研究者から見る栄養学。

最新版 知っておきたい栄養学

白鳥早奈英

何をどのくらい食べればよいのかなど、基本から栄養学を解説。

医学的根拠とは何か

津田敏秀

医学的根拠の混乱により拡大する被害。医学専門家のあり方を考える。

看護師という生き方

宮子 あずさ

現役看護師が語る、看護師という仕事の魅力。

作業療法士まるごとガイド

日本作業～協会

ﾘﾊﾋﾞﾘの専門職・作業療法士の仕事内容、なり方。

いのち輝くいい話

日本看護協会

看護にまつわる感動の応募作品から選ばれた実話。

四大公害病

政野淳子

四大公害病の発症から、訴訟、新たに生まれた問題について解説。

厚生労働省

現代日本の労働、福祉、健康など。

エネルギーを選びなおす

小澤祥司

森林、風力、水力などを組み合わせた持続可能な実践をめざす。

最新「橋」の基本と仕組み

五十畑弘

古代ﾛｰﾏの橋から瀬戸大橋まで。橋の仕組み、文化、歴史を解説。

面白くてよくわかる!ｴｺﾛｼﾞｰ

満田久義

ｴｺﾛｼﾞｰとは、地球環境はどうなっているか、図でわかりやすく解説。

環境経済入門

三橋規宏

環境問題を経済から考える。

自動車のしくみパーフェクト事典

古川修

写真と図でわかる自動車のしくみ。

ファイナル・フロンティア有人宇宙開拓全史

寺門和夫

ｶﾞｶﾞｰﾘﾝの宇宙飛行、国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ…。有人宇宙開拓の歴史。

小惑星探査機「はやぶさ」の超技術

「はやぶさ」～チーム

企画から携わってきた者たちが語るはやぶさの奇跡の舞台裏。

電気料金はなぜ上がるのか

朝日新聞経済部

原発が止まり、火力発電の燃料費増加で料金が値上げされた？

家電が一番わかる しくみ図解

涌井 良幸ほか

携帯電話、液晶ﾃﾚﾋﾞ等身近だけど実は知らない家電のしくみを解説。

電池のすべてが一番わかる

福田京平

身近な電池から、燃料電池、電気自動車用電池までを解説。

すべてがわかる! 「発酵食品」事典

小泉武夫ほか

発酵食品の種類、料理のレシピだけでなく、醤油などを家で作る方法まで。

常備菜と～ 飛田さん家のお弁当

飛田和緒

まとめて作りおきしておいて、朝はすぐお弁当が作れるﾚｼﾋﾟ。

ﾌﾗﾝｽ菓子図鑑

大森由紀子

代表的なﾌﾗﾝｽ菓子の名前の由来や歴史を、写真と一緒に紹介。

からだによく効く旬の食材 魚の本

講談社

魚介類の漁獲法、栄養、種類がすべてわかる。

まずこれだけは知っておきたい! はじめての介護

中田光彦

介護保険ｻｰﾋﾞｽの利用法 、介助法、認知症など、図で解説。

単位と記号

白鳥敬

ac（ｴｰｶｰ）は、雄牛２頭が１日に耕せる面積など、単位と記号が面白く学べる。

世界の農業と食料問題のすべてがわかる本

八木宏典

世界の農業、食糧問題、取り組み、国際機関、食の安全などを解説。

花も実もある よくばり! 緑のｶｰﾃﾝ

ｻｶﾀの～普及ﾁｰﾑ

ﾐﾆﾒﾛﾝなど、涼しいだけでなく、実や花も楽しめる緑のｶｰﾃﾝの作り方。

「英語公用語」は何が問題か

鳥飼玖美子

企業の英語事情、仕事で使える英語、日本人にとっての英語などを解説。

原発広告

本間龍

1970年代から現在までの、原発に関する広告を掲載。

厚生労働白書

-未来を拓く最先端生命科学

平成25年版

－お菓子の名前と由来

依存症を解説。

ディズニー ありがとうの神様が教えてくれたこと 鎌田洋

ディズニーランドの「ありがとう」にまつわる３つの物語。

神のごときミケランジェロ

池上英洋

ミケランジェロの生涯と作品を紹介。

日本の世界遺産ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ版ｵｰﾙｶﾞｲﾄﾞ

カルチャーランド

富士山、姫路城、屋久島など、日本の世界遺産全ての歴史、見どころを紹介。

ぜんぶわかる世界遺産 上・下

成美堂出版

2013年7月現在のﾕﾈｽｺ世界遺産全981件を、ｶﾗｰ写真で紹介。

絵本画家 天才たちが描いた妖精

井村君江

かわいい、ちょっと怖い妖精等、ｳﾞｨｸﾄﾘｱ朝挿絵画家が描いた妖精画集。

動物デッサンの基本

宮永美知代

骨格から動物の体をとらえ、リアルに描く方法。

風景デッサンの基本

湯浅誠

陰影、遠近法、自然、建物、風景の中の人物の描き方、基本から解説。

絵本作家のアトリエ 1

福音館書店

「ぐりとぐら」生まれた作家たちのｱﾄﾘｴで、秘密を教えてもらう。

楽しい絵本のつくりかた

千葉幹夫

お話の作り方、絵の描き方、製本の仕方など、読めば自分で絵本を作れる。

ｶﾒﾗと写真を最高に楽しむための教科書

河野鉄平

デジタルカメラの種類、撮影方法を、基本から丁寧に解説。

いちばん親切な楽典入門

轟千尋

楽譜の読み方が基本からわかる。ＣＤ付。

「走る」ための食べ方

村野あずさ

走る人のための栄養学基本知識、目的別の栄養ｱﾄﾞﾊﾞｲｽなど。

完全復刻ｱｻﾋｸﾞﾗﾌ 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ

週刊朝日編集部

1964年出版された「アサヒグラフ東京オリンピック」再現。

2動作で柔軟性UP! ストレッチ革命

宮崎裕樹

二つの動きでできるｽﾄﾚｯﾁ。「猫背で悩んでいる」など。

42.195kmの科学

NHK

マラソンを科学的に研究する。

卓球 練習メニュー200

池田書店

ラケットの持ち方、ストレッチからわかる卓球練習方法。

個人技で魅せる!サッカー究極のテクニック

藤田俊哉

練習方法、シチュエーション別シュートの方法など、写真で解説。

これで完ぺき！ ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

佐々木三男

写真とＤＶＤでわかるバスケットボール練習方法。

これで完ぺき! ｿﾌﾄﾃﾆｽ

神崎公宏

写真とＤＶＤでわかるソフトテニス練習方法。

弓道 最強のﾎﾟｲﾝﾄ50

高柳憲昭

必要な道具の説明から練習法、試合の参加方法まで、写真で解説。

図解 茶の湯人物案内

八尾嘉男

茶人、茶の湯の歴史、道具を、わかりやすい文章と４コマ漫画で解説。

ことばの力学

白井恭弘

標準語と方言、外国語教育、手話、言語障害を、応用言語学の視点から。

辞書の仕事

増井元

『広辞苑』編集に関わった著者が語る辞書作りのﾄﾞﾗﾏと辞書の楽しみ方。

現古辞典

古橋信孝

現代語から古語を引く辞典。

日本語の正しい表記と用語の辞典

講談社校閲局

送りがな、ローマ字のつづり方など、迷ったときに使える。

部首ときあかし辞典

円満字二郎

やまいだれは、ベッドに人が横になっている状態。部首のなりたちも解説。

英語コロケーション辞典

塚本倫久

語と語の慣用的な結びつき・コロケーションを収録した辞典。

見える英文法

刀祢雅彦

the とaの使い分けなど、英語で悩む文法を図で解説。

新英語で日記を書いてみる

石原真弓

食べる、買い物等の例文つきで、初級から書ける日記の書き方。

―応用言語学への招待

―現代語から古語を引く

英語で読む池上彰の経済のニュースが面白いほど
池上彰
わかる本

『池上彰の～わかる本』を、中学・高校ﾚﾍﾞﾙの英語で読む。

クラウン独和辞典

新田春夫

見出し語64000語収録。ＣＤ付ドイツ語辞典。

小林一茶

青木美智男

歴史家が見た一茶。

源氏物語 紫の結び 一

荻原規子

『ＲＤＧ（ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀｶﾞｰﾙ）』作者が訳した『源氏物語』。

穴

小山田浩子

第150回芥川賞。私は、黒い獣の後を追って、穴に落ちた。やがて…。

孤愁

新田次郎 、藤原正彦

およねの眠る徳島で最期を迎えたﾓﾗｴｽ。新田の遺作を息子が完結。

ガンコロリン

海堂尊

夢のガン予防薬が完成？完全な健康体を作り出す国家プロジェクト？

政と源

三浦しをん

弟子のピンチに源二郎は幼友達の国政と立ち上がる。おじいちゃんｺﾝﾋﾞ大活躍。

2.43 清陰高校男子バレー部

壁井ユカコ

地方の弱小高校男子バレー部、全国を目指す。

明治・妖モダン

畠中恵

明治20年、妖怪の噂が…。銀座おんぼろ交番勤務の２人は怪しい事件に忙しい。

ゼツメツ少年

重松清

小説家の元に届いた見知らぬ少年からの手紙。「僕たちを…隠して」

クマのプーさん

ｼｬｰﾘｰ・ﾊﾘｿﾝ

ｸﾏのプーさんのﾓﾃﾞﾙになったぬいぐるみの、波乱万丈な人生？

―時代を詠んだ俳諧師

他寄贈図書
世にも奇妙なマラソン大会

高野秀行

うっかり申し込んだのはｻﾊﾗ砂漠ﾌﾙﾏﾗｿﾝ!。その結末は…。体験記なのだ。

お支払いは、どれになさいますか？

洞良隆

支払方法の種類や仕組み、トラブルと対処法を学ぶ。

わかりあえないことから

平田オリザ

相手に「伝わる」話し方

池上彰

報道記者、ｷｬｽﾀｰをしてきた著者が、経験を元に、話し方を考える。

三姉妹探偵団

赤川次郎

次々事件に巻き込まれる三姉妹のミステリー小説。

月光ゲーム

有栖川有栖

推理小説研究会が噴火でキャンプ場に閉じ込められた。人々が殺され…。

てふてふ荘へようこそ

乾ルカ

安家賃で入居した真一が目覚めると、知らない女の子が座っていた…。

原稿零枚日記

小川洋子

原稿が進まない私は、不思議な世界に…。海に繋がる大浴場、神隠しの祭典…。

凍える牙

乃南アサ

ﾚｽﾄﾗﾝで炎上した男、咬み殺された人。警視庁・音道が事件を追う。

日本推理作家協会

石田衣良、中島らも、法月綸太郎などのミステリー短編。

はむばね

泳げない人魚、女性ｱﾚﾙｷﾞｰの吸血鬼、…。次々とだめ妖怪が現れる。

矢崎存美

ﾀｸｼｰに乗ったら運転手は豚のぬいぐるみ…。ぶたぶたﾞで心がなごみます。

北への旅

椎名誠

青森、秋田、岩手旅行記。

いいかげんな青い空

椎名誠

沖縄、ﾊﾟﾀｺﾞﾆｱ、ｱﾏｿﾞﾝ…。著者が現地で撮った写真ｴｯｾｲ集。

世界が終わるわけではなく

ｹｲﾄ・ｱﾄｷﾝ

まじめな男が不真面目に悪さばかりする。短編集。

龍のすむ家

ｸﾘｽ・ﾀﾞﾚｰｼｰ

龍が作られる家に下宿するﾃﾞｰﾋﾞｯﾄは「龍は存在するか、否か」を書けと言われる。

隠された鍵

２２、２３

ミステリー傑作選

欠陥妖怪住宅
ぶたぶた

[他

ぶたぶたシリーズ]

第二章

氷の伝説

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力とは何か？わかりあえないことからｽﾀｰﾄ。

春休みの図書館情報
○貸し出し冊数…１０冊

○返却日…始業式

○開館時間…午前８時30分～午後５時

◎休館日…土日，3/25の午後，3/31 , 4/1 , 4/2

