
     

   
 

 
 

読書と言えば「秋」ですが、各出版社や本屋さんの「夏」の読書商戦は、文庫

のカバーを換えたり、特典が付いてきたりと購買意欲（読書意欲）が刺激され

ませんか。皆さんは夏にはどんな本を読みたいですか。図書室では夏休みの特

別貸出を始めています。普段読めない本をじっくり読む機会にしてください。 

 

            夏期特別貸出   7 月 14 日（水）～ 
 

貸出冊数：10 冊    返却期限：9 月 4 日（土） 

 

  ◎夏休み中開室している時に返却や追加貸し出しもできます。夏の課題などにも 

ご利用ください。開室日時は図書室の前に掲示します。 

 
 

夏特集開催中 
 

夏の読書はひんやりしたい本？ 

 

『怖さはどこからくるのか』宮田登 著 筑摩書房（380-Ｍ） 

『百鬼夜行絵巻』湯本豪一 著 小学館（721-ユ） 

『深泥丘奇談・続々』綾辻行人 著 KADOKAWA（913-ア） 

『鬼談百景』小野不由美 著 角川文庫（913-オ）  

『ゴーストハント』小野不由美 著 メディアファクトリー（913-オ） 

『黒沼』香月日輪 著 新潮文庫（913-コ） 

『駝鳥』筒井康隆 作 六耀社（913-ツ） 

『文豪妖怪名作選』東雅夫 編 創元推理文庫（913-ブ） 

『小泉八雲集』上田和夫 訳 新潮文庫（933-コ） etc  

 

『日本の美しいかき氷』小池隆介 著 旭屋出版（596-コ） 

『人気カフェのスムージーが自宅で作れる！』平野奈津 著 主婦の友社（596-ヒ） 

『アイスクリームとフローズンデザート』吉川文子 著 文化出版社（596-ヨ） 

『東京パフェ学』斧屋 著 文化出版社（673-オ） etc 
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応募しませんか 

夏だ！暑さにはスパイスだ! 

 

『世界のスープ図鑑』佐藤政人 著誠文堂新光社（596-サ） 

『はじめてのスパイスカレー』水野仁輔 著 パイ・インターナショナル（596-ミ） 

『ビリヤニ』水野仁輔 監修 朝日新聞出版（596-ミ） 

『スパイス、爆発、医薬品』P・ルクーター他著 中央公論新社（430-L） 

『スパイス戦争 大航海時代の冒険者たち』ジャイルズ・ミルトン著 朝日新聞社（617-ミ） 

『スパイスの人類史』アンドリュー・ドルビー著 原書房（619-D）etc 

 

夏だ！未知と出合いたい！ 

 
 

『世界のベストシーズン＆プラン』クレイグ・ドイル編 ナショナルグラフィック社（290-セ） 

『「もしも?」の図鑑 江戸時代の暮らし方』小沢詠美子 著 実業之日本社（210-オ） 

『「もしも?」の図鑑 恐竜の飼い方』土屋健 著 実業之日本社（457-ツ） 

『世界に一つだけの深海水族館』石垣幸二 監修 成山堂書店（480-イ） 

『「もしも?」の図鑑 宇宙の歩き方』渡辺勝巳 監修・著 実業之日本社（538-ワ） 

『「もしも?」の図鑑 ピラミッドの建て方』中川武 監修 実業之日本社（520-ナ） 

『パンダを自宅で飼う方法』白輪剛史 著（480-シ）文春文庫      etc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 新潮文庫「ワタシの一行大賞」 》 
 好きな一冊から気になった「一行」を選び、その一行に関する想いやエピソー

ドを書いてください。 

《 角川文庫「POPコンクール」 》 
 角川文庫を読んで、お気に入りの一冊の POPを作ってみませんか。最優秀賞に

は好きな角川文庫３０冊の賞品があります。 

 

 

本の表紙を開くとそこには未知の世界への扉が・・・ 

 

―戦争と文学― 
８月は広島・長崎の原爆記念日、終戦記念日とあり、夏は、戦争に想いを寄せる機会

が多くあります。文学作品の中で戦争がどのように描かれているのか、戦争中に文学

作品がどのように扱われていたのかを知るきっかけになる図書を集めました。 

☆どちらも応募方法や詳細を知りたい方は、図書室まで。 
対象作品は図書室にリストと所蔵しているものは展示をしています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求記号 書名 著者 出版社

歴史

210-ニ あなたの歴史知識はもう古い!変わる日本史 日本歴史楽会 著 宝島社

290-イ 悲劇の世界遺産　ダークツーリズムから見た世界 井出明 著 文藝春秋

社会科学

326-キ 死刑廃止を考える 菊田幸一 著 岩波書店

335-シ 論語と算盤 渋沢栄一 [著] 角川学芸出版

350-ニ 日本のすがた　2020　日本をもっと知るための社会科資料集 矢野恒太記念会 編集 矢野恒太記念会

350-ニ 日本国勢図会　2020/21　日本がわかるデータブック 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会

365-ニ 狙われる18歳！？消費者被害から身を守る１８のQ＆A　岩波ブックレット 日本弁護士連合会　 岩波書店

自然科学

407-ウ 教科書の外で出会う、ぼくらの身のまわりの理科 うえたに夫婦 著  ガリレオ工房 監修 河出書房新社

414-ヤ 円周率πの世界　数学を進化させた「魅惑の数」のすべて 柳谷晃 著 講談社

420-カ 物理のすべてがわかる本 科学雑学研究倶楽部 編 学研プラス

421-カ 量子論のすべてがわかる本 科学雑学研究倶楽部 編 ワン・パブリッシング

440-ト 爆発する宇宙　138億年の宇宙進化 戸谷友則 著 講談社

451-ウ 気候崩壊　次世代とともに考える　1047 宇佐美誠　著 岩波書店

467-カ ならべてくらべる絶滅と進化の動物史 川崎悟司 著  木村由莉 監修 ブックマン社

491-キ
文系のためのめっちゃやさしい人体　体のことを何も知らなくても、どんどん楽しく

読めちゃう!　知識ゼロから読めちゃう超入門書!
吉川雅英 監修 ニュートンプレス

技術

518-イ 捨てられる食べものたち　食品ロス問題がわかる本 井出留美 著  matsu 絵 旬報社

519-ホ 海洋プラスチック　永遠のごみの行方 保坂直紀 著 KADOKAWA

521-カ 世界でいちばん素敵なお城の教室 加藤理文 監修  三才ブックス

596-フ ゼリー・プリン・ババロア・ムース　おうちデザート 福岡直子 著 朝日新聞出版

596-ミ ビリヤニ　とびきり美味しいスパイスご飯を作る! 水野仁輔 監修  朝日新聞出版 編 朝日新聞出版

芸術

798-オ 論理パズル100　世界の名作から現代の良問まで 小野田博一 著 講談社

文学

911-ミ 新編宮沢賢治詩集 中村稔 編 角川書店

911-リ 空が青いから白をえらんだのです　奈良少年刑務所詩集 寮美千子 編 新潮社

913-ア ぼくがきみを殺すまで あさのあつこ 著 朝日新聞出版

913-ア 許されようとは思いません 芦沢央 著 新潮社

913-ア 吾輩も猫である 赤川次郎, 新井素子, 他 著 新潮社

913-ア 今夜、もし僕が死ななければ 浅原ナオト 著 新潮社

913-イ スモールワールズ 一穂ミチ 著 講談社

913-イ レプリカたちの夜 一條次郎 著 新潮社

7月新着図書



 
 

 

請求記号 書名 著者 出版社

913-オ ドミノ 恩田陸 著 角川書店

913-カ 医学のつばさ 海堂尊　著 角川出版

913-カ 本好きの下剋上　短編集　１　 香月美夜 著  椎名優イラスト TOブックス

913-シ なきむし姫 重松清 著 新潮社

913-チ 祈りのカルテ 知念実希人 著 KADOKAWA

913-チ 天久鷹央の推理カルテ 知念実希人 著 新潮社

913-ツ この世にたやすい仕事はない 津村記久子 著 新潮社

913-ツ きのうの影踏み 辻村深月 著 KADOKAWA

913-ナ 今日は心のおそうじ日和　2 成田名璃子 著 KADOKAWA

913-ノ しゃぼん玉 乃南アサ 著 新潮社

913-ハ 探偵AIのリアル・ディープラーニング 早坂吝 著 新潮社

913-ホ きまぐれロボット 星新一 著 角川書店

913-マ コンビニ兄弟　テンダネス門司港こがね村店 町田そのこ 著 新潮社

913-ミ 万葉恋バナ　春夏秋冬 みずのまい　著 Gakken

913-ミ 注文の多い料理店 宮沢賢治 著 新潮社

913-ミ 魔術はささやく 宮部みゆき 著 新潮社

913-ム 蛍・納屋を焼く・その他の短編 村上春樹 著 新潮社

913-ヤ なぎさ 山本文緒 著 KADOKAWA

913-ヨ 夜明けをつれてくる犬 吉田桃子 著 講談社

913-ヨ キッチン 吉本ばなな 著 新潮社

929-ニ 図説アラビアンナイト　新装版 西尾哲夫　著 河出書房新社

933-ラ インスマスの影　クトゥルー神話傑作選 H・P・ラヴクラフト 著  新潮社

933-リュ生まれ変わり ケン・リュウ 著  古沢嘉通 他訳 早川書房

949-ド 王への手紙　上・下巻 トンケ・ドラフト 著  西村由美 訳 岩波書店

E-ロ プラスチックのうみ ミシェル・ロード 作  小学館

新書

007-ウ ウェブ進化論　本当の大変化はこれから始まる　ちくま新書 梅田望夫 著 筑摩書房

100-フ はじめての哲学　岩波ジュニア新書 藤田正勝　著 岩波書店

141-フ バイアスとは何か　ちくま新書 藤田政博 著 筑摩書房

367-エ みんな自分らしくいるために　ちくまプリマー新書 遠藤まめた　著 筑摩書房

376-イ 大学受験のための小説講義　ちくま新書 石原千秋 著 筑摩書房

402-モ ゲッチョ先生と行く沖縄自然探検　岩波ジュニア新書 盛口満　著 岩波書店

465-カ 京大式へんな生き物の授業　朝日新書 神川龍馬 著 朝日新聞出版

493-ス 壊れた脳と生きる　ちくま新書 鈴木大介,鈴木匡子　著 筑摩書房

615-コ 有機農業で変わる食と暮らし　ヨーロッパの現場から　岩波ブックレット香坂玲, 石井圭一 著 岩波書店

810-イ 教養としての大学受験国語　ちくま新書 石原千秋 著 筑摩書房

進路

366-ナ アプリケーションエンジニアになるには　なるにはBooks 小杉眞紀, 吉田真奈, 山田幸彦 著 ぺりかん社

366-ナ 環境専門家になるには　なるにはBooks 小熊みどり 著 ぺりかん社



 

 

 

請求記号 書名 著者 出版社

913-オ ドミノ 恩田陸 著 角川書店

913-カ 医学のつばさ 海堂尊　著 角川出版

913-カ 本好きの下剋上　短編集　１　 香月美夜 著  椎名優イラスト TOブックス

913-シ なきむし姫 重松清 著 新潮社

913-チ 祈りのカルテ 知念実希人 著 KADOKAWA

913-チ 天久鷹央の推理カルテ 知念実希人 著 新潮社

913-ツ この世にたやすい仕事はない 津村記久子 著 新潮社

913-ツ きのうの影踏み 辻村深月 著 KADOKAWA

913-ナ 今日は心のおそうじ日和　2 成田名璃子 著 KADOKAWA

913-ノ しゃぼん玉 乃南アサ 著 新潮社

913-ハ 探偵AIのリアル・ディープラーニング 早坂吝 著 新潮社

913-ホ きまぐれロボット 星新一 著 角川書店

913-マ コンビニ兄弟　テンダネス門司港こがね村店 町田そのこ 著 新潮社

913-ミ 万葉恋バナ　春夏秋冬 みずのまい　著 Gakken

913-ミ 注文の多い料理店 宮沢賢治 著 新潮社

913-ミ 魔術はささやく 宮部みゆき 著 新潮社

913-ム 蛍・納屋を焼く・その他の短編 村上春樹 著 新潮社

913-ヤ なぎさ 山本文緒 著 KADOKAWA

913-ヨ 夜明けをつれてくる犬 吉田桃子 著 講談社

913-ヨ キッチン 吉本ばなな 著 新潮社

929-ニ 図説アラビアンナイト　新装版 西尾哲夫　著 河出書房新社

933-ラ インスマスの影　クトゥルー神話傑作選 H・P・ラヴクラフト 著  新潮社

933-リュ生まれ変わり ケン・リュウ 著  古沢嘉通 他訳 早川書房

949-ド 王への手紙　上・下巻 トンケ・ドラフト 著  西村由美 訳 岩波書店

E-ロ プラスチックのうみ ミシェル・ロード 作  小学館

新書

007-ウ ウェブ進化論　本当の大変化はこれから始まる　ちくま新書 梅田望夫 著 筑摩書房

100-フ はじめての哲学　岩波ジュニア新書 藤田正勝　著 岩波書店

141-フ バイアスとは何か　ちくま新書 藤田政博 著 筑摩書房

367-エ みんな自分らしくいるために　ちくまプリマー新書 遠藤まめた　著 筑摩書房

376-イ 大学受験のための小説講義　ちくま新書 石原千秋 著 筑摩書房

402-モ ゲッチョ先生と行く沖縄自然探検　岩波ジュニア新書 盛口満　著 岩波書店

465-カ 京大式へんな生き物の授業　朝日新書 神川龍馬 著 朝日新聞出版

493-ス 壊れた脳と生きる　ちくま新書 鈴木大介,鈴木匡子　著 筑摩書房

615-コ 有機農業で変わる食と暮らし　ヨーロッパの現場から　岩波ブックレット香坂玲, 石井圭一 著 岩波書店

810-イ 教養としての大学受験国語　ちくま新書 石原千秋 著 筑摩書房

進路

366-ナ アプリケーションエンジニアになるには　なるにはBooks 小杉眞紀, 吉田真奈, 山田幸彦 著 ぺりかん社

366-ナ 環境専門家になるには　なるにはBooks 小熊みどり 著 ぺりかん社


