
     

   
 

 

 

 

7 月 11 日（月）より夏休みの特別貸出を開始しています。 

返 却 日：9 月 3 日（土） 

貸出冊数：1 人 20 冊（もっと借りたい人はご相談ください） 
 

シリーズの作品やいつも気になっていたテーマの本、教科からの課題等々、じっ

くり本を読む時間がある夏休み、多くの本と出合ってください。夏休み中の開室し

ている日に返却や追加貸し出しもできます。ぜひご利用ください。 

 

 

 

 

今から 150年前の 1872年。明治になって間もない頃。現在の私たちの暮らしに

関わる、様々な文明開化を象徴するものが次々と登場した年でした。 

 

①新橋―横浜 間 29ｋｍに鉄道が開業しました。英国から 

輸入した鉄道車両だったそうです 

②横浜、現在の馬車道にガス灯がともりました。 

③外国人教師として来日した米国人、ホーレス・ウィル

ソンによって野球が伝えられました。英語や数学を

教えるかたわら、生徒に野球を教えていたとのこと。 

④富岡製糸場が操業開始し、本格的な器械製糸が始まりました。 

⑤太陰暦から太陽暦（地球が太陽を１周する時間を基準にしている

暦）への改暦を決定。 

⑥福沢諭吉による『学問のすゝめ』初編刊行 

 

それぞれに関して順次特集をしていきます。関連図書を手に取って明治時代に思

いをはせてください。興味ある話題はありますか。 
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暑い暑いと言っていても涼しくなりませんね… 
 

 Hot な食事はいかがですか！ 

スパイス（香辛料）の歴史は古く、世界では紀元前 3000 年頃から、日本では奈良時代に 

は使用されていたそうです。ただ現在のように料理の味付けではなく、薬として使われ、 

大変貴重でした。香辛料貿易で高額に取引されていた時代もあるようです。 

今は手軽に手に入り、エスニック料理も身近なものですね。美味 

しい料理を食べつつ、スパイスの歴史をひも解いてみては？ 

 

『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） 

『インド・カレー紀行』辛島昇 著 岩波ジュニア新書（383-カ） 

『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 

 

 読んで涼しくなるでしょうか？ 

『江戸の妖怪革命』香川雅信 著 角川ソフィア文庫（387-カ） 

『日本化け物史講座』原田実 著 楽工社（387-ハ） 

『深泥丘奇談・続々』綾辻行人 著 KADOKAWA（913-ア） 

『伝奇小説集１～３巻』岡本綺堂 著 原書房（913-オ） 

『鬼談百景』小野不由美 著 角川文庫（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  

 

 海の中をのぞいてみましょう！ 

『世界の美しい透明な生き物』武田正倫 他 監修 エクスナレッジ（460-セ） 

『世界で一番美しい海のいきもの図鑑』吉野雄輔 著 創元社（481-ヨ） 

『ほぼ命がけサメ図鑑』沼口麻子 著 講談社（487-ヌ） 

『海獣学者、クジラを解剖する』田島木綿子 著 山と渓谷社（489-タ） 

『イルカ 生態ビジュアル百科』水口博也 編著 誠文堂新光社（489-ミ） 

『シャチ 生態ビジュアル百科』水口博也 編著 誠文堂新光社（489-ミ） etc 

いろいろな夏特集開催中 



 いざ未知の世界へ！ 

『「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） 

『旅と冒険の人類史大図鑑』マイケル・コリンズ 監修 河出書房新社（290-コ） 

『世界のダンジョン 冒険をめぐる情景』パイインターナショナル（290-ハ） 

『秘境国』パイインターナショナル（290-ヒ） 

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

『写真に残された絶滅動物たち最後の記録』エロル・フラー著 エクスナレッジ（482-フ） 

『絶対に行けない世界の非公開区域 99』ダニエル・スミス著  

日経ナショナルジオグラフィック社（520-ス） 

『「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） 

『「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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ご 案 内  
 

 教室に掲示していただいていますが、夏休み中に「高校生直木賞実行委員会」が主催する読

書会やイベントがあります。作家の方に直接感想や質問ができる機会です。積極的な参加を

お待ちしています。くわしくは図書室までお問い合わせください。 

 新潮文庫「ワタシの一行大賞」や角川文庫「POP コンテスト」など本を読んで思いをアウト

プットできる機会がたくさんあります。お気に入りの本をみんなにおすすめしませんか。 

こちらも詳細は図書室でご案内します。 

―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。今年は沖縄本土復帰 50年でもあります。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。 

 

また、現在もロシアによるウクライナ侵攻をはじめ、争いによって多くの命が失わ

れています。改めて亡くなったへの追悼と平和を考える機会にしたいです。 

世界情勢を知るコーナーも設置中です。 

 

○再  



 請求記号 書　名 著　者 出版者

019-ハ 橋をかける 子供時代の読書の思い出 美智子上皇后陛下 著 文藝春秋

289-バ ファラデーと電磁力 ブライアン・バウアーズ 作 玉川大学出版部

289-ファご冗談でしょう､ファインマンさん  上・下 Ｒ･Ｐ･ファインマン著 岩波書店

289-ラ ニュートンと万有引力 P・M・ラッタンシ 作 玉川大学出版部

290-ウ 青春を山に賭けて 植村直己 著 文藝春秋

370-フ 福沢諭吉「学問のすすめ」 福沢諭吉 著 角川学芸出版　

400-テ 茶わんの湯　科学絵本 寺田寅彦 文 窮理舎
400-ヒ くらべてわかる科学小事典 兵頭俊夫 監修 大月書店

402-カ 科学者の目 かこさとし 文と絵 童心社
402-カ センス・オブ・ワンダー レイチェル・カーソン 著 新潮社

402-コ
35の名著でたどる科学史
科学者はいかに世界を綴ったか

小山慶太 著 丸善出版

410-エ 数の悪魔　算数・数学が楽しくなる12夜 ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガー 著 晶文社
410-ヨ 零の発見　数学の生い立ち 吉田洋一 著 岩波書店

420-タ 人物でよみとく物理 田中幸, 結城千代子 著 朝日学生新聞社

421-ユ 目に見えないもの 湯川秀樹 著 講談社

430-フ 人物でよみとく化学 藤嶋昭, 他 著 朝日学生新聞社　

430-ロ
「ロウソクの科学」が教えてくれること
炎の輝きから科学の真髄に迫る、名講演と実験を図説で 白川英樹 監修 SBクリエイティブ

440-ス
世界で一番美しい深宇宙図鑑
太陽系から宇宙の果てまで

ホヴァート・スヒリング 著 創元社

450-ス
地磁気逆転と「チバニアン」
地球の磁場は、なぜ逆転するのか

菅沼悠介 著 講談社

450-ヤ 日本列島100万年史　大地に刻まれた壮大な物語山崎晴雄, 久保純子 著 講談社
462-タ 大絶滅はまた起きるのか？ 高橋瑞樹　著 岩波書店

472-ナ 土手の草花　多摩川ノート 中本賢 著 北野書店

481-ロ ソロモンの指環　動物行動学入門 コンラート・ローレンツ 著 早川書房

486-ヨ 素数ゼミの謎 吉村仁 著 文藝春秋

489-グ キリン解剖記 郡司芽久 ∥著 ナツメ社

491-ク iPS細胞　不可能を可能にした細胞 黒木登志夫 著 中央公論新社

497-イ 王家の遺伝子　DNAが解き明かした世界史の謎 石浦章一 著 講談社

726-タ ドミトリーともきんす 高野文子 著 中央公論新社

933-ホ セレンディピティ物語　幸せを招ぶ三人の王子 エリザベス・ジャミスン・ホッジス 著 藤原書店

949-ゴ ソフィーの世界　哲学者からの不思議な手紙 ヨースタイン・ゴルデル 著 日本放送出版協会

E-ウィ ひとすじの光　写真科学絵本 ウォルター・ウィック 文・写真 小学館

E-カ ならの大仏さま 加古里子 文・絵 復刊ドットコム

E-ス きみの行く道 ドクター・スース さく・え 河出書房新社

104-イ 言葉を生きる 池田晶子　著 筑摩書房

377-ク
留学生たちの母国とニッポン
70か国・地域からの80人にインタビュー

久保田登輝子 著 工作舎

367-マ 大人になる前に知る老いと死　なるにはBooks別巻 前沢政次 著 ぺりかん社

372-ブ-2ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー　2　 ブレイディみかこ 著 新潮社

490-コ 生命倫理のレッスン 小林亜津子　著 筑摩書房

726-ウ チ。-地球の運動について-　第5・６集 魚豊 作・画 小学館

913-シ 虹の橋からきた犬 新堂冬樹 著 集英社

913-ム 予備校のいちばん長い日 向井湘吾 著  西澤あおい 企画・監修 小学館

611-コ 食品ロスはなぜ減らないの？ 小林富雄　著 岩波書店

以下の図書は、東京応化科学技術振興財団より、中高生への推薦図書として寄贈されました

今月の新着図書
著者より

寄贈されました


