
書名 著者名

0　総記

へんななまえのもの事典 グラフィオ　編著 031 ヘ

ミュージアムグッズのチカラ 大澤　夏美 069 オ

1　哲学・宗教

わかっていても騙される　錯覚クイズ 杉原　厚吉 145 ス

自分のミライの見つけ方　いつか働くきみに伝えたい　「やりたいこと探し」より大切なこと 児美川　孝一郎 159 コ

10代の君に伝えたい　学校で悩むぼくが見つけた未来を切りひらく思考 山崎　聡一郎 159 ヤ

ミライの武器　「夢中になれる」を見つける授業 吉藤　オリィ 159 ヨ

2　歴史・地理

みんなが知りたい！　世界と日本の「戦争遺産」　戦跡から平和を学ぶ本 歴史学習研究会 209 ミ

3　社会科学

毎日がつまらない君へ　（学校がもっとすきになるシリーズ） 佐藤　慧 302 サ

SDGsで見る現代の戦争　知って調べて考える 伊勢崎　賢治　監修 319 エ

ガザ、西岸地区、アンマン　「国境なき医師団」を見に行く いとう　せいこう 329 イ

カカ・ムラド～ナカムラのおじさん ガフワラ　原作 333 カ

感染しないひなん所生活　災害がくる前に教えてはるえ先生！ 岡田　晴恵 369 オ

31cm　ヘアドネーションの今を伝え、未来につなぐ Japan　Hair　Donation　＆　Charity　監修 369 サ

オマルとハッサン　4歳で難民になったぼくと弟の15年【合同出版】 ヴィクトリア・ジェミスン 369 ジ
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新着本 

 今年も残すところ１か月足らずになりました。新型コロナ 

対策をしながらの日常生活が続き、知らず知らずのうちに 

疲れがたまってきていることでしょう。そんな時は、本の世 

界に入り込んで心をリラックスさせましょう！  

 冬休みはゆっくり読書するのによい機会です。新しい本 

もたくさん入りました。ぜひ見に来てください。  

学芸委員会の読書月間特別企画 

”ラッキー・ブック ” 

冬休み特別貸出 
 

12/6(月）～22（水） 

 

   貸出冊数 …… ８冊まで 

   （個人貸出カード保有者は、１０冊まで） 

                

   返却期限 …… 1/14（金） 

 学芸委員のおすすめ本を封筒に入れた ”ラッキー・ブック ” 。 なんの

本が入っているかは、借りてみてのお楽しみ！  封筒の表には、その本の

おすすめポイントやキャッチコピーが書いてあります。自分では選ばない

ような本に出合うチャンスです。  

 冬休み特別貸出と同じく 12/6（月）から貸出します。

数に限りがありますので、お早めにどうぞ！ 

ソマリアの少

年オマルの視

点から、１５年

間の隣国ケニ

アの難民キャ

ンプでの生活

を描いたグラ

フィック・ノベル。 



書名 著者名

4　自然科学

理系の「なぜ？」がわかる本　5分でわかるイラスト図解！ 小谷　太郎 404 コ

なぜ私たちは理系を選んだのか　未来につながる〈理〉のチカラ 桝　太一 407 マ

チバニアン誕生　方位磁針のN極が南をさす時代へ 岡田　誠 456 オ

ふしぎ！光る生きもの大図鑑 近江谷　克裕 468 オ

命の境界線　保護されるシカと駆除される鹿　【合同出版】 今西　乃子 489 イ

この世界からサイがいなくなってしまう　アフリカでサイを守る人たち 味田村　太郎 489 ミ

こどもホスピスの奇跡　短い人生の「最期」をつくる 石井　光太 490 イ

感染症とワクチンについて専門家の父に聞いてみた さーたり、中山　哲夫 493 サ

5　技術・工業

国立競技場 Construction 共同通信社 526 コ

ネットの約束　今から知っておきたいルールとマナー 日経BPコンサルティング情報セキュリティ研究会 547 ネ

6　産業

富岡製糸場　生糸がつくった近代の日本（たくさんのふしぎ傑作集） 田村　仁　写真・文 632 タ

7　芸術・スポーツ

パラリンピックは世界をかえる　ルートヴィヒ・グットマンの物語 ローリー・アレクサンダー 780 ア

プロが教えるジュニア選手の「勝負食」　新装改訂版 石川　三知　監修 780 プ

8　言語

日本語をもっとつかまえろ！　【毎日新聞出版】 飯間　浩明 810 イ

国語辞典を食べ歩く サンキュータツオ 813 サ

比べて愉しい　国語辞書ディープな読み方 ながさわ 813 ナ

どうぶつ英語フレーズ大集合！ 河本　望 834 カ

9　文学

☆ 烏（からす）に単（ひとえ）は似合わない　八咫烏（やたがらす）シリーズ　1～7　（文春文庫） 阿部　智里 913 ア

ヨンケイ！！ 天沢　夏月 913 ア

龍神の子どもたち 乾　ルカ 913 イ

岬のマヨイガ 柏葉　幸子 913 カ

探偵は友人ではない 川澄　浩平 913 カ

東京藝大　仏さま研究室　（集英社文庫） 樹原　アンミツ 913 キ

ぼくのまつり縫い　3　手芸男子と贈る花 神戸　遥真 913 コ

下鴨アンティーク　1～8　（集英社オレンジ文庫） 白川　紺子 913 シ

あなたがいたところ　ワタシゴト14歳のひろしま　2 中澤　晶子 913 ナ

臨床の砦　【小学館】 夏川　草介 913 ナ

イカル荘へようこそ にしがき　ようこ 913 ニ

谷根千ミステリ散歩　中途半端な逆さま問題 東川　篤哉 913 ヒ

ライブラリー・ツインズ　ようこそ、月島大学図書館へ 日野　祐希 913 ヒ

紙屋ふじさき記念館　1～4　（角川文庫） ほしお　さなえ 913 ホ

☆ わが家は祇園の拝み屋さん　1～12　（角川文庫） 望月　麻衣 913 モ

はなの街オペラ 森川　成美 913 モ

わんダフル・デイズ 横関　大 913 ヨ

ミョンヘ キム　ソヨン 929 キ

分解系女子マリー クリス・エディソン 933 エ

ぼくはおじいちゃんと戦争した ロバート・K．スミス 933 ス

ルーパートのいた夏 ヒラリー・マッカイ 933 マ

E　絵本

プラスチックのうみ ミシェル・ロード E ブ

100さいの森　【講談社】 松岡　達英 E マ
☆印・・・寄贈本

分類

ニホンジカ

の保護と駆

除という、命

の扱いの違

いから、人間

と野生動物

の共存とは

何かを考え

る本。 

新型コロナウイルス

感染症治療の最前

線に立たされた、長

野県の小さな病院を

舞台に、命がけで立

ち向かう医者たちの

物語。この感染症が

広がり始めた昨年２

月から１年間の、医

療現場のリアルなド

キュメント小説。 

アンティーク着物が大好き

な高校生の鹿乃（かの）は、

亡くなった祖母に「開けて

はいけない」と言われてい

た蔵を開けてしまった。す

ると、次々に不思議なこと

が起こって・・・。アンティー

ク着物をめぐるミステリー。 

「ことばハンター」が、身

近にあって気になる「こと

ば」、不思議で興味深い

「ことば」、時代とともに

生きている「ことば」を追

いかける本、第二弾！ 

高層ビルが立ち並ぶ東京

のど真ん中にある明治神

宮の百年の森。なぜここに、

こんな大きな森があるので

しょう？ 生きものたちが息

づく森の歴史をたどる物語。 


