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書　　　名 著者・シリーズ名 出版社

　　　　　　　　　　全15巻

5教科が仕事につながる!別巻音楽の時間 松井大助 ぺりかん社

5教科が仕事につながる!別巻技術・家庭の時間 松井大助 ぺりかん社

5教科が仕事につながる!別巻美術の時間 松井大助 ぺりかん社

5教科が仕事につながる!別巻保健体育の時間 松井大助 ぺりかん社

アニメーションの仕事　2 　演出スタッフ 背景美術スタッフ 撮影スタッフ 知りたい!なりたい!職業ガイド ほるぷ出版

リハビリにかかわる仕事 知りたい!なりたい!職業ガイド ほるぷ出版

交通の安全にかかわる仕事 知りたい!なりたい!職業ガイド ほるぷ出版

家づくりにかかわる仕事 知りたい!なりたい!職業ガイド ほるぷ出版

食肉にかかわる仕事 知りたい!なりたい!職業ガイド ほるぷ出版

劇団にかかわる仕事 知りたい!なりたい!職業ガイド ほるぷ出版

病院で働く人たち  しごとの現場としくみがわかる! ぺりかん社

駅で働く人たち  しごとの現場としくみがわかる! ぺりかん社

放送局で働く人たち  しごとの現場としくみがわかる! ぺりかん社

学校で働く人たち  しごとの現場としくみがわかる! ぺりかん社

介護施設で働く人たち  しごとの現場としくみがわかる! ぺりかん社

美術館・博物館で働く人たち  しごとの現場としくみがわかる! ぺりかん社

ホテルで働く人たち  しごとの現場としくみがわかる! ぺりかん社

知っておきたい情報社会の安全知識 坂井修一 岩波書店（ジュニア新書）

勉強法が変わる本 市川 伸一 岩波書店（ジュニア新書）

勇気ってなんだろう 江川紹子 岩波書店（ジュニア新書）

世界の国1位と最下位 眞淳平 岩波書店（ジュニア新書）

労働法はぼくらの味方！ 笹山尚人 岩波書店（ジュニア新書）

数を考える　改版　  山崎 圭次郎 岩波書店（ジュニア新書）

ニュートリノの夢 小柴昌俊 岩波書店（ジュニア新書）

医療のこと、もっと知ってほしい 山岡淳一郎 岩波書店（ジュニア新書）

ショパン : 花束の中に隠された大砲 崔善愛 岩波書店（ジュニア新書）

語源でふやそう英卖語 小池直己 岩波書店（ジュニア新書）

<意味順>英作文のすすめ  田地野彰 岩波書店（ジュニア新書）

英作文のためのやさしい英文法 佐藤誠司 岩波書店（ジュニア新書）

光とともに… ～自閉症児を抱えて～　 我が子、光君が自閉症と診断された東家が、“自閉症は心を閉ざした人”“育て方に問題があった”など、多くの誤解の中、地域や学
校などで理解と協力を得ながら子育てに励む、障害が育むファミリードラマ。障害児の将来の自立（就労）をめざし、困難にぶち当た
りながらも頑張る家族は小学生から大人まで共感を呼んでいる。

秋田書店戸部 けいこ

「だれが」「する(です)」「だれ・なに」「どこ」「いつ」という順序の決まったボックスに言葉を入れることで、英作文を楽しく簡卖に理解する方法を紹介します。

たんなる「日本語と英語のおきかえ」にとどまらない、ほんとうの意味での情報発信力を身につけよう! 学校で学ぶ英文法の知識をベースに、それを現実の場面で使うために必要な知識を紹介する。練習問題も掲載。

神岡と出会い、カミオカンデを構想、性能のすぐれた観測装置につくりあげていき、そして世界初のニュートリノ観測へ。小柴博士が、研究の道のりとニュートリノ物理学を語る。『東京新聞』連載の「この道」をもとに書籍化。

ドクターヘリによる高度な救急医療を行う一方、家庭での介護を見守る地域ケアを地道に行う長野の佐久総合病院。現場に働く人の声を聞き、現在の医療が抱える問題を明らかにしながら、医療のあるべき姿を探る。

花束のような華麗な音楽のかげに、祖国独立への情熱と亡命者の悲しみを忍ばせたショパン。その生涯を、かつて帰国の権利を奪われた在日のピアニストが共感をこめて描く。

英卖語を“語源”という整理ボックスに入れて、まとめて覚えていこう! 新しい卖語からすでに知っている卖語まで、語源から意味をつかみ、きちんと頭の中に整理する方法を紹介。重要卖語を確認できるチェックテスト付き。

本当の勇気とは何なのか。その勇気はどこから湧いてくるのか。野口健さん、山本譲司さん、蓮池透さんなど、著者がその勇気に感銘を受けた人たちに話を聞き、その生き方と考え方を紹介する。

面積、人口、GDP(国内総生産)、軍事力、貧困率、進学率…。様々な分野で世界の上位と下位の国々を対比させることによって、世界の動きを読み解く。ユニークな国際政治・経済入門。

アルバイトでも有給休暇はとれるのか? 派遣でも残業代はもらえるのか? 多くの若者たちの労働相談にのってきた著者が、労働現場で出会うさまざまな疑問や問題点について、具体例を挙げて丁寧に解説する。

定義・証明・計算手順など、数学全般で基本となる考え方をていねいに説明し、その考え方を生かして解く問題を紹介。ものを「並べたり」「数えたり」「計ったり」する人間の行動や意識と、数との直接のつながりも解説します。

劇団員、文芸・技術スタッフといった劇団にかかわる仕事を、現場で働く人たちのインタビューとともに紹介。仕事のようすや就職するための方法などをコミックと文章でガイドし、適性診断も収録。

病院で働くいろいろな職種を網羅し、病院の現場としくみを紹介。外科医、理学療法士、救急救命士、診療放射線技師など、実際に病院で働く人たちのインタビューも掲載する。

研究員、教育ボランティア、展示係、学芸員、展示デザイナー、美術品輸送スタッフなど、美術館・博物館で働くいろいろな職種を紹介。美術館・博物館の現場としくみ、実際に働く人たちのインタビューも掲載する。

ベルマン、フロントクラーク、コンシェルジュ、客室係、フローリスト、テレフォンサービス、施設管理など、ホテルで働くいろいろな職種を紹介。ホテルの現場としくみ、実際に働く人たちのインタビューも掲載する。

ITを基盤とした情報社会を、どうしたら安全・安心にできるのか。また、どのような対策があるのか。情報社会を生きていくために必要な知識を、さまざまな実例を踏まえながら丁寧に解説する。

「いくら勉強してもわかるようにならない」「ちょっとした問題でも間違えてしまう」だとしたら，自分の勉強法に問題がないかな？　心理学の成果をもとに，なぜつまずいてしまうのか，もっとよいやり方はないか，具体的にアドバイスします。

駅で働くいろいろな職種を網羅し、駅の現場としくみを紹介。駅長、駅員、運転士、車掌、電気係員、車両係員、広報部員など、実際に駅で働く人たちのインタビューも掲載する。

放送局で働くいろいろな職種を網羅し、放送局の現場としくみを紹介。ニュースキャスター、スポーツ記者、プロデューサー、放送作家など、実際に放送局で働く人たちのインタビューも掲載する。

学校で働くいろいろな職種を網羅し、学校の現場としくみを紹介。教師、養護教諭、学校司書、スクールカウンセラーなど、実際に学校で働く人たちのインタビューも掲載する。

介護福祉士、生活相談員、医師、看護師、管理栄養士など、介護施設で働くいろいろな職種を紹介。介護施設の現場としくみ、実際に介護施設で働く人たちのインタビューも掲載する。

中学校の主要5教科が将来職業でどう役立っているのかを紹介するシリーズ。この巻では、水泳選手、スポーツトレーナー、小学校教師、ユニセフ職員、助産師といった、「保健体育」の力を活かして働いている人を紹介する。

テレビ・アニメの映像を創作している演出スタッフ、背景美術スタッフ、撮影スタッフの仕事のようすや、その職業に就くための方法などを、マンガやインタビューを交えてわかりやすく紹介する。

内　　容　　（ＴＲＣ図書館流通センターのデータより引用）

リハビリ科専門医、言語聴覚士、義肢装具士といったリハビリにかかわる仕事を、現場で働く人たちのインタビューとともに紹介。仕事のようすやその職業に就くための方法などをコミックと文章でガイドし、適性診断も収録。

航空管制官、時刻表製作者、ハイウェイパトロール隊員といった交通の安全にかかわる仕事を、現場で働く人たちのインタビューとともに紹介。仕事のようすや就職するための方法などをコミックと文章でガイドし、適性診断も収録。

大工職人、畳職人、左官職人といった家づくりにかかわる仕事を、現場で働く人たちのインタビューとともに紹介。仕事のようすや就職するための方法などをコミックと文章でガイドし、適性診断も収録。

畜産従事者、食肉センタースタッフといった食肉にかかわる仕事を、現場で働く人たちのインタビューとともに紹介。仕事のようすや就職するための方法などをコミックと文章でガイドし、適性診断も収録。

本年度2回目の新着図書です。

中学校の主要5教科が将来職業でどう役立っているのかを紹介するシリーズ。この巻では、シンガーソングライター、和太鼓奏者、ダンサー、音楽療法士といった、「音楽」の力を活かして働いている人を紹介する。

中学校の主要5教科が将来職業でどう役立っているのかを紹介するシリーズ。この巻では、料理研究家、パタンナー、介護福祉士、航空整備士、工場職人といった、「技術・家庭」の力を活かして働いている人を紹介する。

中学校の主要5教科が将来職業でどう役立っているのかを紹介するシリーズ。この巻では、アートディレクター、イラストレーター、ネイリスト、カメラマンといった、「美術」の力を活かして働いている人を紹介する。
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書　　　名 著　　者 出版社

お父さんが教える自由研究の書きかた  赤木かん子 自由国民社 

図書館が教えてくれた発想法 高田高史 柏書房

いますぐ活用できる学校図書館づくりQ&A72  渡辺暢恵 黎明書店

ギネス世界記録　2011  クレイグ・グレンディ 角川マーケティング

朝日ジュニア学習年鑑　2011  朝日新聞出版

トリックアート図鑑だまし絵 北岡 明佳 あかね書房 

トリックアート図鑑ふしぎ絵 北岡 明佳 あかね書房 

びっくり!!トリックアート　1 　えっ!おなじ長さ? 竹内竜人 汐文社

びっくり!!トリックアート　2 　あっ!色がかわった? 竹内竜人 汐文社

びっくり!!トリックアート　3 　おっ!動いてる? 竹内竜人 汐文社

だまされる目錯視のマジック  竹内龍人 誠文堂新光社

女子の国はいつも内戦 辛酸なめ子 河出書房新社

ブタのみどころ  小泉吉宏 メディアファクトリー

ペンギンの教え 小菅正夫 講談社

耳の聞こえない私が4カ国語しゃべれる理由 金修琳 ポプラ社

「フラフラ」のすすめ 益川敏英 講談社

一〇〇年前の女の子 船曳由美 講談社

世界がもし１００人の村だったら　完結編 C・ダグラス・ラミス マガジンハウス

知らないと恥をかく世界の大問題 池上彰 角川SSコミュニケーションズ

エーディト、ここなら安全よ キャシー・ケイサー ポプラ社

奇跡のプレイボール : 元兵士たちの日米野球 大社充 金の星社

海をわたる被爆ピアノ 矢川光則 講談社

14歳からのお金の話 池上彰 マガジンハウス

目で見る経済 アルヴィン・ホール さ・え・ら書店

世界国勢図会　2010/11  矢野恒太記念会 矢野恒太記念会　

東洋脳×西洋脳 茂木健一郎 中央公論新社　(中公新書ラクレ）

しごとば　続々 鈴木のりたけ ブロンズ新社

みえない未来相談室。　すきなコトを仕事にする方法 k.m.p. 河出書房新社

介護現場は、なぜ辛いのか  本岡類 新潮社

犬たちがくれた音 高橋うらら 金の星社

伴走者たち  星野恭子 大日本図書

東日本大震災 朝日新聞社 朝日新聞出版

風呂敷 森田知都子 文溪堂

日本列島奇跡の大自然 NHKスペシャル「日本列島」プロジェクト編 小学館

世界一空が美しい大陸单極の図鑑 武田康男 草思社

視覚障害だけでなく、自閉症や知的障害のある人といっしょに走る人や、義足のランナーをサポートする人など、さまざまな伴走者を取材。彼らの工夫や努力、その思いに焦点をあてて紹介する。

未曾有の大震災発生から1カ月間、最前線のカメラマンがとらえたものは-。『朝日新聞』の総力を結集、歴史に刻む報道写真を多数掲載。768時間の完全ドキュメント、カメラマン5人の証言、福島原発事故の詳報も収録

風呂敷が現代の生活のどんな場面で活躍するか。「運ぶ」「しまう」「贈る」「掛ける」「敷く」という使い方の他に、「帽子」「ウエストポーチ」「ギフトラッピング」「インテリア」にもなる風呂敷の多様性を紹介する。

言葉を失うほど輝く星空、圧倒されるようなオーロラ、信じられない景色をつくり出す蜃気楼…。单極でしか見ることのできない自然現象を、170点以上の美しい写真で、科学的な解説とともに紹介する。

世の中の不思議を、お金から考える-。「お金とは何か?」という疑問から、円安と円高、貯蓄と投資の違い、インフレとデフレ、グローバル化まで、「お金」に関する知識を、イラストを交えてわかりやすく解説する。

モノの値段、クレジットカード、ニセ札、インフレ…。お金のしくみはどうなっているの? お金のじょうずな使い方は? 日常にある身近なお金から、会社や国を動かすお金まで、社会のさまざまな側面を見ていきます。

各国政府や公的機関あるいは業界が公表した原数値、修正値、推計値などをもとに、世界の社会・経済状況を表とグラフでわかりやすく解説したデータブック。現代社会の実像をうつし出す。

心の中で東洋と西洋がぶつかっている人は絶対面白い! 脳科学者と中国文学者が、「漢字の凝縮力」「見える世界、見えない世界」等をテーマに、東洋・西洋の普遍について論じ合う。多極化する世界における思考のエクササイズ。

消防隊員、米農家、僧侶、女優、大工、新聞記者、客船船長、看護師、教師など、子どもに人気の職業の仕事場をイラストで再現し、必要な道具や仕事の内容を紹介。普段なかなか見ることができない仕事場の様子がわかる。

10代は、苦しいくらいで、ちょうどいい-。「おとなになるって?」「しごとをするって?」をテーマに、著者らがたどってきた道を「みえない未来」からのメッセージとして伝えます。MEMOページ付き。

時間に追われ苛立つスタッフ、荒っぽい介護、低下するモラル…。ヘルパー2級を取得し、実際に働いた作家が実感した「老いの現場」の苦闘と高齢者の本音、そして希望の可能性とは。介護のいまを考え直すノンフィクション。

日本では歴史が浅く、まだまだ知られていない聴導犬。現在、日本で認定されている聴導犬は、約10数頭しかいない。日本に聴導犬を増やすため、聴導犬を育てる活動をする人々と、その愛にこたえ、幸せをくれる犬たちの物語。

四季のうつろいを感じ、森やたくさんの緑に包まれ、豊穣の海に囲まれた日本。この豊かな自然は、地球の奇跡の積み重ねで生まれた。日本の自然の素晴らしさを再発見できる書。

日米ともに政権交代が実現し、金融危機後の新しい世界の在り方が模索されている。頼れる“お父さん”池上彰が、日本はもちろん、世界におけるさまざまな問題点をとりあげ、来るべき新しい時代の世界の潮流を読み解く。

ユダヤ人迫害の嵐がふきあれた時代のヨーロッパを舞台に、懸命に生きたユダヤ人尐女エーディトと、ユダヤ人の子どもたちをかくまい、命をかけて守ったモアサックの町の誠意ある人々を描くノンフィクション。

太平洋戦争で戦った日米の元兵士たちが、60年以上の時を経て、ハワイに集った。戦後多くを語らなかった元兵士たちが野球の親善試合に臨んだ理由とは…。戦争、平和、そして生きるとは何かを問う、奇跡のプロジェクトの物語。

広島のピアノ調律師が平和への意識に目覚めたのは、被爆ピアノとの偶然の出会い。2010年9月11日、被爆ピアノは海をわたり、ニューヨークでその音色を響かせる-。

生まれはソウル。4歳で親に捨てられ、6歳で聴覚を失い、12歳のとき母に連れられ日本へ。30歳で外資系一流企業に就職した変わり種キャリアウーマンの、へこたれないトンデモ半生記。

いま、人生の基礎力を鍛えよう! ノーベル物理学賞を受賞した日本を代表する科学者が、将来熱中できる対象を発見するためのヒントを伝える。大人への第一歩を踏み出す15歳に向けた、人生の大先輩たちのメッセージ。

100年前に生まれた女の子が、何を感じ、何を学び、いかに生きていったか-。明治・大正・昭和を、実母を知らずに、けなげに、そして命たからかに生きた尐女の成長物語。

世界がもし100人の村だったら、51人は都市に、49人は農村や砂漠や草原に住んでいます-。子どもたちが生きる近未来はどうあるべきか、そのために今なにをすべきかという視点から現在の世界を総ざらえする。

実際は同じなのにそうは見えないふたつの絵や、止まっているはずなのに動いて見える写真など、多くの人が「だまされた?」と感じる、手品のような不思議な絵を紹介。コピーまたは切り取って使えるだまし絵付き。

ご存じでしょうが、女子は階級社会です-。女子は誰もが知っていたけど、恐ろしくて語れなかった真実。この「戦場」の生き残りかた、教えます! マンガや、女子の派閥をテーマにした小説「吐きそうなスクールライフ」も収録。

「幸福な気持ち」にはどうしたらなれるの? 「不安」って何? 「勘違い」の原因って何? ものの見方や心のクセがどこから始まったのか、生物の進化の歴史をさかのぼって解説する。『新・調査情報』連載に加筆し書籍化。

2009年3月に旭山動物園を定年退職し、名誉園長となった小菅正夫が、動物たちから学んだ「いのち」の偉大さ、大切さを伝える。大人への第一歩を踏み出す15歳に向けた、人生の大先輩たちのメッセージ。

トリックアートの中から、不可能な立体や、つじつまの合わない絵、よせ絵、動く錯視、立体視画像などを紹介。外国の有名作品や、江戸時代の浮世絵も掲載する。クイズ、パズル、紙工作も収録。

同じ色なのに明るさが全く違って見える錯視や、格子の中心にあるはずのない影が見える錯視など、楽しいトリックアート(錯視図形)をたくさん紹介。巻末ではそれぞれの錯覚のしくみを解説する。

同じ線の長さが全く違って見える錯視や、向きをすこし変えるだけで見え方が変わってしまう錯視など、楽しいトリックアート（錯視図形）をたくさん紹介。巻末ではそれぞれの錯覚のしくみを解説する。

ベルトが回転して見える錯視や、見え方が変化する錯視など、楽しいトリックアート(錯視図形)をたくさん紹介。巻末ではそれぞれの錯覚のしくみを解説する。

司書教諭、図書主任、学校司書、学校図書館ボランティア、教育委員会のそれぞれの立場から、現場で直面する様々な悩み・疑問に明快に回答。学校図書館の運営・管理に携わる人の活動の指針となる関係者必携の書。

宇宙、地球、動物の不思議から、人間の偉業、大衆文化、スポーツまで、あらゆるジャンルのギネス世界記録を網羅。世界一人数の多いポップグループとして認定されたAKB48の全員プロフィール&秋元康インタビューも収録。

伝統ある子供用学習年鑑の2011年度版。幅広い分野のニュースや話題、基礎知識をやさしく解説し、さまざまな統計も網羅する。「生物多様性」や「中国大研究」など2010年の時事ニュースも収録。

さかさ絵、反転図形、目の錯覚など、いろいろなだまし絵を、古典から最新まで紹介。写真、イラスト、図版を70点収録する。かくし絵やクイズなど、遊べるだまし絵も掲載。

研究するテーマを決めるとっておきの方法、図書館の利用のしかた、レポートの書きかたの手順…。自由研究に取り組む前に知っておきたい「研究の基礎」を紹介するガイドブック。

図書館には、森羅万象あらゆることに関する本が並んでいます。そこから必要な情報を引き出し、使いこなすためのコツ、検索に役立つ発想法を、第一線で働く図書館司書が初心者にもわかりやすく教えます。

内　　容　　（ＴＲＣ図書館流通センターのデータより引用）



生徒・保護者の皆様へ

6月13日

書　　　名 著　　者 出版社

女子中学生の小さな大発見 清邦彦 メタモル出版 

空想科学読本　10 柳田理科雄 メディアファクトリー

空想科学読本　6 柳田理科雄 メディアファクトリー

空想科学読本　7 柳田理科雄 メディアファクトリー

空想科学読本　９ 柳田理科雄 メディアファクトリー

科学の扉をノックする 小川洋子 集英社

空想科学読本　6.5 柳田理科雄 メディアファクトリー

自然科学30のなぜ?どうして? 国立科学博物館 さ・え・ら書房

たのしい科学実験365日 E.リチャード・チャーチル 飛鳥新社

理科のわくわく実験 理科の自由研究室 理工図書

数のひみつ : 考え方の練習帳 瀬山士郎 さ・え・ら書房

目で見る物理 リチャード・ハモンド さ・え・ら書房

よくわかる身のまわりの現象・物質の不思議  丸善出版

14歳のための物理学 佐治晴夫 春秋社

目で見る化学 ロバート・ウィンストン さ・え・ら書房

周期表 エイドリアン・ティングル 玉川大学出版部

太陽と光しょくばいものがたり 藤嶋昭 偕成社

なぜ、めい王星は惑星じゃないの？　 布施哲治 くもん出版

カレンダーから世界を見る 中牧弘允 白水社

流氷の伝言 小原玲 教育出版

雪の結晶　 ケン・リブレクト 河出書房新社

磯の生き物図鑑 小林安雅 主婦の友社

動物［ω ］図鑑　カワイイのはクチでした 松原 卓二 マガジンハウス

動物α 図鑑　見ているだけでリラックス 松原 卓二 マガジンハウス

深海魚摩訶ふしぎ図鑑  北村雄一 保育社

チリメンモンスターをさがせ！ きしわだ自然資料館 偕成社

すごい虫131　大昆虫博公式ガイドブック 養老孟司 デコ
ペンギンたちに会いたくて : わたしの单極研究記 加藤明子 くもん出版

コウノトリがおしえてくれた 池田啓 フレーベル館

いのちの約束 : 北大病院・澤村先生と子どもたち 板垣淑子 ポプラ社

おいしいハンバーガーのこわい話 エリック・シュローサー 草思社

ミラクル Mina Dobic 洋泉社

2010年開催の「大昆虫博」公式ガイドブック。展示された昆虫や直観的に「なんか、すっごい」と感じる虫131種類の和名、学名、大きさ、生息地を掲載。養老孟司、やくみつるら虫好きオヤジのお宅訪問も収録。

日本製の小さな電子記録計「データロガー」で見えてきた、ペンギンの本当の姿とは…。著者が実際に体験した数々の興味深いエピソードを交え、ペンギンたちの知られざる生態に迫る。

昭和46年、日本では野生の個体が絶滅してしまったコウノトリ。最後のコウノトリの生息地となった兵庫県豊岡市では、もう1度コウノトリを復活させるために活動を始めました…。郷公園と豊岡の人びとの50年間の活動の記録。

子供の病死原因トップの小児脳腫瘍。その第一人者である澤村医師は、子供たちとともに、あきらめずに病へと立ち向かう。その壮絶な日々をみつめるノンフィクション。NHK「ドキュメントにっぽんの現場」を書籍化。

クリスマスを1月7日に祝ったり、春分の日を正月としたり…。この地球にはたくさんの時間があふれている! 「考暦学」を提唱する著者が、古今東西のカレンダーをとおして、世界中のさまざまな時間のくぎり方を紹介。

物理学はどのようにはじまり、進歩していったのか? 自転車はなぜすぐれた乗り物なのか? 光の速さに近づくと何が起こるのか? どのページを開いても、美しく魅惑的な物理の世界にあなたを案内します。

「化学」「物理」をテーマに、身のまわりの現象や物質の不思議を、豊富なイラストや写真とともにわかりやすく解説。理科のデータに親しみ、関連性をみずから読み解く楽しさをやさしく伝えるシリーズ。

物理学のなかでも、いちばん基本になる「力学」の考え方を、物体の運動を中心にすえて、現代宇宙論や哲学、詩などの香りを交えながら、やさしい語り口で解説する。『Web春秋』連載に加筆し書籍化。

フライドポテトがおいしいのは、意外な香料が入っているから。清涼飲料1缶に含まれる砂糖の量はスプーン10杯分…。ファストフードを食べる前に知っておきたい、驚くような話、こわい話をわかりやすくまとめる。

余命2か月の宣告を受けても、生きることをあきらめなかった…。マクロビオティックによる治療を選択し、末期がんを克服した旧ユーゴスラビア出身女性がその体験を語る。がん治療に用いたメニューなども紹介。

動物のいちばんカワイイ場所は、クチとその周辺=ω (オメガ)! 動物のクチに魅せられた松原卓二が撮りためた、77のイイ顔。直接ふれあえる動物がわかる、動物園リストも収録。

伸び、あくび、熟睡、あおむけ…。いかにもα 波が出てそうなリラックスした様子の動物たちや、見ているこっちがリラックスしてα 波が出ちゃうような動物たちがいっぱい。ほっこり、まったり、ゆ?るゆるの写真集。

冷たく、暗く、音のない世界で暮らす生きものたち。へー、意外に楽しくやってるんじゃんっ! 究極のスローライフ、無駄なことは一切しないという生き方。人生(?)流されるままの深海生物の生態を紹介。

チリメンジャコの中に混じっている生き物「チリメンモンスター(チリモン)」を楽しく探しながら、海の環境や生物の多様性、食べ物の大切さを学べます。チリモンの種類・大きさ・レア度などがわかるカード図鑑も収録。

流氷の上で生まれるアザラシの赤ちゃん。しかし、近年流氷がもろくなり、アザラシの赤ちゃんがおぼれている。地球温暖化を目の当たりにした写真家が送るメッセージ。

息をのむほど美しい「雪の結晶」写真を250点以上掲載。典型的な形から珍しい形まで、構造や種類、結晶の成長、しくみなどを解説する。ルーペ、顕微鏡、カメラを使った観察方法も収録。

砂浜や浅瀬、潮だまりなどで見かける磯の生物のビジュアル図鑑。人気の生物から珍しい生物まで、美しい写真と共に約450種収録する。生物の観察ポイントや磯での楽しみ方のアイデア、危険な生物への対処法なども掲載。

アルカリ金属元素、遷移元素と亜鉛のグループ、酸素の仲間、ハロゲン元素…。周期表の縦のグループごとに、元素をキャラクター化して紹介する。

毎日地球にとどく太陽エネルギーを利用して、役立てる最新技術「光触媒」。壁やガラスについたよごれを、雨によって自然にきれいにしてしまうなど、すごい力をもった光触媒のしくみをやさしく説き明かす。

デスノートを使えば、世界中の人間を裁けますか? 「聖闘士星矢」の廬山昇龍覇は可能ですか? 漫画・アニメ、特撮、昔話・童話などに関する38の質問に対して、科学と想像力を武器に、感動と爆笑の結論を導き出す!

ネロとパトラッシュの悲しい最期は回避できないのか? 銀河鉄道999の定期券はおいくら? 漫画・アニメ、特撮、昔話・童話などに関する疑問に対して、科学と想像力を武器に、感動と爆笑の結論を導き出す!

宇宙のすがたや、おもしろい鉱物たち、核とDNAなど、科学初心者の著者が、実感が湧かない科学の世界を訪ね、驚き、楽しむ。知れば知るほどファンタジーな科学入門。

ショッカーのマヌケな世界征服計画、怪獣を輸送する無謀な人々、空想科学の世界には必ず登場するにせヒーロー…。古い題材だが常軌を逸した話がてんこ盛り! 誰からも聞かれなかった問題に、著者が勝手に答える珍本。

1円玉を2枚以上浮かべると、必ずくっつく。25個のサザエの殻の巻き方は、すべて上から見て右巻き-。静岡雙葉中学校の1年生たちが、日常の些細な疑問を調べた理科のレポートを紹介する。

「赤ずきん」のオオカミは大きすぎる? 「ドラゴンボール」の如意棒が伸びる仕組みとは? 漫画・アニメ、特撮、昔話・童話などに関する疑問に対して、科学と想像力を武器に、感動と爆笑の結論を導き出す!

2006年の夏、惑星ではなくなっためい王星。でも、めい王星はこれまでと同じように、太陽のまわりを回り続けています。めい王星が惑星から新しい準惑星というグループになったできごとをわかりやすく説明します。

東京・上野の国立科学博物館のたくさんの展示の中から、特に知っておきたいもの30を厳選。実際に調査研究に携わった研究者が、そのひとつひとつにまつわるストーリーをていねいに解説する。

紙やレモンといった素材を使う簡卖な実験から、分子や原子などの目に見えない世界を知るための本格的な実験まで、身のまわりによくあるものを使って行う様々な手作業の実験を紹介。科学の基礎知識が日常生活の中で学べる書。

「火を使わず物をあたためる研究」や「クモの卖標本の作り方」など、物理・化学・生物・地学・環境の実験の準備や方法を、写真やイラストを交えて解説。ホームページ『理科の自由研究室』を元に書籍化。

なんとなく使っていた自然数から、小数、分数、負の数、そして無理数まで、数学の世界にあるさまざまな数のひみつを紹介。「数とは何か」をあらためて考えます。

人間も、犬も、太陽も、宇宙も、あらゆるものは元素でつくられている! 身近な物質がどんな元素でできているかを見ながら、それらの元素がもっている性質、発見された経緯、意外な利用法などを探る。

ゾロのように刀を口にくわえて戦うことができる? コブクロの歌詞「ため息で錆びついた」は起こり得る現象? 漫画やアニメの描写が科学的に正しいかを問うものから歌詞を問題視するものまで、41の難問に片っ端から答える。

内　　容　　（ＴＲＣ図書館流通センターのデータより引用）

図書室だより 新着図書の紹介 ＮＯ 4



書　　　名 著　　者 出版社

食べても太らない!「糖質ゼロ」の健康法  釜池 豊秋 洋泉社（新書ｙ）

ユニバーサルデザインがわかる事典 柏原士郎 PHP研究所

だれもが使えるものづくり くごうえり 大日本図書

自動車 金子浩久 主婦の友社

小惑星探査機「はやぶさ」の奇跡 的川泰宣 PHP研究所

夢をつなぐ  山崎直子 角川書店

宇宙においでよ！ 野口聡一 講談社

ボクたちの値段 萩原博子 講談社

エブリデイサンドイッチ タカハシユキ 河出書房新社

和菓子のほん 中山圭子 福音館書店

卖位の成り立ち 西條敏美 恒星社厚生閣

棚田を歩けば 青柳健二 福音館書店

ターシャが愛した花の名前 メディアファクトリー編 メディアファクトリー

捨て犬・未来と子犬のマーチ  今西乃子 岩崎書店

木の声が聞こえますか  池田まき子 岩崎書店

竹炭のふしぎな力 中根周歩 小峰書店

世界を動かした塩の物語 マーク・カーランスキー ＢＬ出版

怖い絵 中野京子 朝日出版社

怖い絵　２ 中野京子 朝日出版社

怖い絵　３ 中野京子 朝日出版社

ちいさなあなたへ アリスン・マギー 主婦の友社

ちひろ春の画集 いわさきちひろ 講談社

逆引きでわかる色鉛筆の技法書 河合ひとみ 誠文堂新光社

マークの秘密がわかる本 全国素朴な疑問研究会 日東書院本社

虫の目で狙う奇跡の一枚 栗林慧 金の星社

トイレの神様 植村花菜 宝島社

拝啓十五の君へ アンジェラ・アキと中学生たち ポプラ社
夢をあきらめない 全盲のランナー・高橋勇市物語 池田まき子 岩崎書店

広辞苑　第6版　 新村出 岩波書店

学校で習った古文・漢文 小川 義男 洋泉社

ジャパニーズイングリッシュでいこう!  木内 麗子 メディアファクトリー

中学英語で日本の文学が紹介できる 水戸正雄 エール出版社

百年の家 ロベルト・インノチェンティ 講談社 

長さの卖位「メートル」、圧力の卖位「パスカル」など、卖位の生い立ちと発見の歴史を綴る24のバイオグラフィー。誕生にかかわった科学者たちの歴史的実験と概念形成の過程をダイナミックに变述する。

宇宙ステーションは地球から見えるんです-。宇宙飛行士・野口聡一が、宇宙ステーション、スペースシャトル、宇宙飛行士の訓練を紹介します。イラストいっぱいで楽しさ宇宙一。

おこづかいって、どれくらいもらうのが普通? なんで子どもにお金がかかると言われるの? お金にまつわるみんなのギモンや不安に、荻原先生がわかりやすく回答。読むだけで、お金と上手につきあう方法が身につきます!

おしゃれなデリ風サンド、シンプル&スピードサンド、お弁当にぴったりのランチサンド…。食パンやバゲットなど「いつものパン」と「おうちにある材料」を組み合わせ、ごちそうに変えるサンドイッチレシピ集。

日本独特のお菓子である「和菓子」には、日本人の自然に寄せる思い、美を感じる心が宿っています。日本の四季のうつりかわりをその色や形でたくみに表す和菓子を紹介し、その材料や作り方などを説明。

使いやすい大根おろし器、だれもが楽しめるおもちゃ、ふだんづかいの漆のうつわなど、ものづくりに奔走する人々を紹介。ものの「使いやすさ」を追求するプロフェッショナルたちのドキュメント。

低公害車の技術、自動車の種類、エンジン・駆動系・ボディの仕組み、安全のための技術などを解説しながら、大きく進化を遂げていく自動車をわかりやすく紹介。日本の名車図鑑つき。

絶望的と思われた局面を救った匠の心、通信が絶たれた後もひたすら連絡を待ち続けた執念、繰り返し襲ってくる試練に懸命に取り組む若き技術者たち-。「宇宙開発の語りべ」が管制室で見た「チームはやぶさ」の闘いを綴る。

亡くなった女性宇宙飛行士の夢を、女の子は受け継ごうと思った。それから24年、ついに夢が叶うときが来た! スペースシャトル「ディスカバリー号」に搭乗した日本人女性宇宙飛行士・山崎直子のミッション全軌跡。

「糖質」を摂らなければ、肉も魚も、脂っこい食事やお酒だってOK。薬もインスリンも使わずに、糖尿病や肥満などの生活習慣病が改善・解消する「糖質ゼロ」の健康法を紹介。

様々な年齢の人、障害や病気のある人、妊娠している人…このようなすべての人が安心して快適にくらすことができる社会を考える「ユニバーサルデザイン」。身近な風景の中にあるユニバーサルデザインを紹介する。

内　　容　　（ＴＲＣ図書館流通センターのデータより引用）

ドガ、ムンク、ホガース…。16?20世紀の西洋名画に恐怖を辿ることを試みた一冊。恐怖と全く無縁と思われていた作品が思いもよらない恐さを忍ばせているという驚きと知的興奮。心の底からゾッとする名画の見方、教えます。

のどかな神々の美人コンテスト「パリスの審判」で、欲情と見栄が生んだ悲劇とは? 女性を見つめるピカソの眼はどうしてこんなに怖いのか? 本物の恐怖が味わえる名画20点を収録。スリリングな名画の見方、教えます。

新着図書展示会　６月２３日（木）、２４日（金）実施予定

棚田とは、山の斜面や谷間に、階段のようにつくられた田んぼのことをいいます。コメつくりをとおして棚田の春夏秋冬を、すばらしい写真で紹介しています。また、棚田は日本だけではなく、となりの国韓国や中国、そしてイランやマダガスカルにもあるのです。

56歳の時、森を切り拓き、広大なナチュラルガーデンをたった一人でつくり上げたターシャ・テューダー。過去に撮影された庭の写真を手がかりに、ターシャが好んで植えていた約250種類の花の名前を紹介する。

障がいを負って捨てられ、動物愛護センターで今の里親に救われた子犬の未来。元気になった未来のもとに、同じように捨てられた子犬たちが次々とやって来た。新しいあずかりっ子たちに、未来は色々なことを教えるようになり…。

私たちは、生きているのではなく、生かされている-。樹木の心に寄り添って診断し、治療をおこなう「樹木医」塚本こなみ。彼女のこれまでの仕事や、樹木に寄せる思い、樹木から受け取ったメッセージなどを紹介する。

たくさんの水をたくわえ、植物がそだつのを助ける竹炭。いま問題になっている地球温暖化の対策に、竹炭はどんな力を発揮するのでしょうか? 砂漠の緑化なども視野に、竹炭を通じて環境問題を考えてみましょう。

今ではありふれた存在だが、昔、塩は大変貴重でした。そのため、人びとは時に争い、時に危険をおかして採掘し、時に密輸までしたのです…。塩を切り口に世界の歴史をわかりやすく描いた絵本。

「古事記」「源氏物語」「坊っちゃん」「ノルウェイの森」など日本の有名な文学作品・作家や、和歌、散文を、日本語と中学レベルの英語で紹介する。文中の英卖語解説も掲載。

人々が一日一日を紡ぐ、その月日の積み重ねが百年の歴史をつくる…。自然のなかに建つ一軒の古い家が、自分史を語るように、1900年からの歳月を繙く。ページをめくるごとに、人間の生きる力を感じる絵本。

盲人マラソンの元世界記録保持者であり、パラリンピック・マラソンの金メダリストでもある高橋勇市。視力を失いながらも、懸命に努力を重ねて金メダルを勝ち取ったランナーの姿を描く、感動のノンフィクション。

現代生活に必須の1万項目を新収し、現代語と百科項目を充実させた総項目数24万の日本語辞典。印刷・造本上の新工夫を各所に盛り込んだ第6版。「漢字・難読語一覧」などを収録した別冊つき。

中学や高校の国語教科書で取り上げられた古典文学や漢文から名作を精選し、長編の作品は名シーンを抜粋して紹介。原文に現代語訳や脚注を付し、漢文には書き下し文を併記。難解そうな古典文学が抵抗なく読める。

おだやか、ひかえめ、愛想がいい…。「日本人らしさ」は恥ずかしいどころかコミュニケーションの武器になる。日本人らしさはそのままに、堂々と英語でのおしゃべりを楽しもう。日本人のためのカンタン英会話をコミックで紹介。

いっぱいつらい思いをして、心が折れそうになったときにも、私は毎日、せっせとトイレを掃除していました…。シンガーソングライター・植村花菜が最愛の家族への思いを綴った、今いちばん泣ける歌「トイレの神様」の誕生秘話。

「手紙」というひとつの歌から何が起きたのか。アンジェラ・アキと中学生との、1年間におよぶ交流の一部始終の記録。番組のホームページに寄せられた、未来の自分への手紙も収録。NHKの感動ドキュメンタリーを書籍化。

清楚でロマンチックな「ヴィーナスの誕生」だが、その美神の憂いの陰には? ミケランジェロの「聖家族」に描かれた聖ヨセフの抹殺された事実とは? 本物の恐怖が味わえる名画20点を収録。スリリングな絵の見方、教えます。

親でいることの幸福、喜び、不安、痛み、そして子どもへの思い-。普遍の真実がシンプルな言葉で語りつくされる。すべてのおかあさんとその子どもたちに贈る、母であることのすべてがつまった絵本。

エコマークやリサイクルマーク、食品売り場やデパート、交通機関で見かけるマーク…。私たちの身の回りにはいろいろなマークがあります。よく見かけるマークの意味を親子で楽しみながら覚えられるオモシロ大図鑑!

虫の目になって、虫の世界を写したい! 独自に開発したカメラで、だれも見たことのなかった世界を写しとろうとチャレンジを続ける昆虫写真家・栗林慧が、半世紀にわたる情熱の軌跡を綴る。

赤い花を持つ尐女、水仙とつくしを見る子ども、花のなかのおやゆび姫…。季節の移り変わりを静かに見つめ、感じ、描いた、いわさきちひろの春の作品を収録。

立体感が出ない、奥行きがほしい、ぬりすぎてしまった-。色鉛筆画が上手に描けない原因を、さまざまな実例を示しながら解決。基本的な問題点や個々の悩みについてアドバイスする。


