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7月15日(水)より、夏休み特別貸し出しを始めます。
新学期が始まりましたらすみやかに本の返却をお願いします。

夏休み長期貸出スタート

7月15日(水)～

貸出冊数 10冊まで！！

中村哲さんを知っていますか？

中村さんは、「100の診療所より1本の用水路が必要」と訴え、医師でありながら自らショベルカーを操り、干ば
つに苦しむアフガンで用水路建設に取り組みました。(中村さんは、昨年の12月に銃撃されお亡くなりになりまし
た。)そんな中村哲さんの本を3冊紹介します。

498ナ 「アフガニスタンの診療所から」 中村哲著

戦争、宗教対立、難民。アフガニスタン、パキスタンでハンセン病治療、農村医療に力を尽くす医師と支援団体の活動。解説 阿部謹也

333ナ 「天、共に在り」 中村哲著

第1回城山三郎賞受賞
第4回梅棹忠夫山と探検文学賞受賞
困っている人がいたら手を差し伸べる――それは普通のことです。1984年よりパキスタン、アフガニスタンで支援活動を続ける医師・中
村哲。治療のために現地へ赴いた日本人の医者が、なぜ1600本もの井戸を掘り、25.5キロにもおよぶ用水路を拓くに至ったのか?
「天」(自然)と「縁」(人間)をキーワードに、その数奇な半生をつづった著者初の自伝。

498ナ 「医者 井戸を掘る アフガン旱魃との闘い」 中村哲著

白衣を脱ぎ、メスを重機のレバーに代え、大地の医者となる。──パキスタン・アフガニスタンで1984年から診療を続ける医者が、戦乱
と大旱魃の中、1500本の井戸を掘り、13キロの用水路を拓(ひら)く。「国際社会」という虚構に惑わされず、真に世界の実相を読み解く
ために記された渾身の報告。

今の特集は、「振り返りスキル」と「情報スキル」です。ATLスキルコーナー

《情動スキル》
002マ 大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」

の方法 松本茂他

379ト 東大生が選んだ勉強法
東大家庭教師友の会編著

376ク 「やる気」と「集中力」が出る勉強法
粂原圭太郎

159イ 一点集中力 伊藤真

159タ 成功法則大全 高田晋一

159ツ 「すぐやる人」と「やれない人」の習慣 塚本亮

159テ 集中力 セロン・Q・デュモン
159オ 先延ばしは1冊のノートでなくなる 大平信孝
379フ 脳を一番効率よく使う勉強法 福井一成

《振り返りスキル》
141ハ 失敗から学べ、創造に生かす失敗学 畑村洋一郎

159イ 社員に贈り続けた31の言葉 岩田松雄

159ホ 僕たちはこうして仕事を面白くする 安藤美冬他

336ア THE TEAM 5つの法則 麻野耕司

159オ どこでも誰とでも働ける 尾原和啓

159ト 世界のエリートはなぜ、この基本を大事にするの
か？ 戸塚隆将

141ト ヒトはなぜ協力するのか マイケル・トマセロ

336ハ 最高のリーダー・マネージャーがいつも考えている

たったひとつのこと マ・カス・バッキンガム

361ト すごいリーダーは「能」がちがう 苫米地英人
336イ 教える技術 チーム編 石田淳

ATLスキルコーナー

(本の紹介文はopenBD Fetchより引用しています)
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請求記号 書名 著者 請求記号 書名 著者

209/サ/ 『サピエンス全史』をどう読むか 726/ノ/1 ゴールデンカムイ1 野田　サトル∥著

443/ル/ 天空の地図 アン・ルーニー∥著 鈴木　和博∥訳 726/ノ/2 ゴールデンカムイ2 野田　サトル∥著

467/タ/ 生物はウイルスが進化させた 武村　政春∥著 726/ノ/3 ゴールデンカムイ3 野田　サトル∥著

674/イ/ けっきょく、よはく。 ｉｎｇｅｃｔａｒ‐ｅ∥著 726/ノ/4 ゴールデンカムイ4 野田　サトル∥著

674/イ/ １枚デザインの構図とレイアウト 726/ノ/5 ゴールデンカムイ5 野田　サトル∥著

007/イ/ 機械学習エンジニアになりたい人のための本 石井　大輔∥著 830/ア/ 英語日記ＢＯＹ　海外で夢を叶える英語勉強法 新井　リオ∥著

007/ウ/ エンジニアなら知っておきたいＡＩのキホン 梅田　弘之∥著 375/ト/ 英語コンプレックス粉砕宣言 鳥飼　玖美子・齋藤　孝∥著

209/エ/ 英文詳説世界史 橋場　弦・岸本　美緒・小松　久男∥監修 801/シ/ ぼくは翻訳についてこう考えています 柴田　元幸∥著

375/コ/ 高校生の模擬国連 全国中高教育模擬国連研究会∥編 321/キ/ キヨミズ准教授の法学入門 木村　草太∥著

519/ナ/ 気候変動の時代を生きる 永田　佳之∥編著 323/キ/ テレビが伝えない憲法の話 木村　草太∥著

350/テ/ データが読めると世界はこんなにおもしろい データブック入門編集委員会∥編 323/キ/ 自衛隊と憲法　これからの改憲論議のために 木村　草太∥著

375/ア/ 新しい地理の授業 千葉県高等学校教育研究会地理部会∥編 491/ナ/ 空気を読む脳 中野　信子∥著

210/タ/ 知るほど楽しい鎌倉時代 多賀　譲治∥著 中西　立太∥画 929/ヘ/ 死にたいけどトッポッキは食べたい ペク　セヒ∥著 山口　ミル∥訳

210/ホ/ 鎌倉幕府の滅亡 細川　重男∥著 913/シ/ ステップ 重松　清∥著

213/ス/ 図説鎌倉府 杉山　一弥∥編著 913/ア/ 金木犀とメテオラ 安壇　美緒∥著

210/ハ/6 敗者の日本史 承久の乱と後鳥羽院6 関　幸彦・山本　博文∥企画編集委員 913/ミ/ 極彩色の食卓 みお∥著

210/ホ/ 乱と変の日本史 本郷　和人∥著

281/ホ/ 日本中世史の核心 頼朝、尊氏、そして信長へ 本郷　和人∥著 491/ウ/ ウイルス・細菌の図鑑 北里　英郎・原　和矢・中村　正樹∥著

210/ナ/ 鎌倉幕府の転換点 永井　晋∥著 465/ル/ 美しい電子顕微鏡写真と構造図で見るウイルス図鑑１０１ マリリン・Ｊ・ルーシンク∥著 布施　晃∥監修 北川　玲∥訳

210/カ/ 完全図解でよくわかる承久の乱

210/シ/ 承久の乱の構造と展開 野口　実∥編

210/ホ/ 承久の乱 日本史のターニングポイント 本郷　和人∥著

210/コ/ 中世社会のはじまり シリーズ日本中世史　１ 五味　文彦∥著

210/コ/ 鎌倉幕府と朝廷 シリーズ日本中世史　２ 近藤　成一∥著

210/エ/ 室町幕府と地方の社会 シリーズ日本中世史　３ 榎原　雅治∥著

210/ム/ 分裂から天下統一へ シリーズ日本中世史　４ 村井　章介∥著

913/シ/ その日のまえに 重松　清∥著

913/ナ/ ほどなく、お別れです 長月　天音∥著

596/ノ/ ぱらぱらきせかえべんとう 野口　真紀∥著

913/ヒ/ クスノキの番人 東野　圭吾∥著

913/チ/ 十字架のカルテ 知念　実希人∥著

913/ハ/1 都会（まち）のトム＆ソーヤ　５上 はやみね　かおる∥著

913/ハ/2 都会（まち）のトム＆ソーヤ　５下 はやみね　かおる∥著

855/ロ/ ＮＨＫ出版これならわかるフランス語文法 六鹿　豊∥著

855/サ/ 文法から学べるフランス語 佐原　隆雄∥著

726/ハ/1 キングダム1 原　泰久∥著

726/ハ/2 キングダム2 原　泰久∥著

726/ハ/3 キングダム3 原　泰久∥著

726/ハ/4 キングダム4 原　泰久∥著

726/ハ/5 キングダム5 原　泰久∥著

913/マ/ ドーナツの歩道橋 升井　純子∥著

830/カ/ アルゴリズム音読　１日１０分で４技能が身につく 鴨井　智士∥著

726/ナ/ アコロコタン 成田　英敏∥著

498/ナ/ アフガニスタンの診療所から 中村　哲∥著

498/ナ/ 医者井戸を掘る　アフガン旱魃との闘い 中村　哲∥著

333/ナ/ 天、共に在り　アフガニスタン三十年の闘い 中村　哲∥著

376/フ/ トビタテ！世界へ　「世界」と「日本」、そして「自分」を再発見する留学のすべて船橋　力∥著

596/イ/ カレーの世界史 井上　岳久∥著

レファレンスブック

『不死身の杉元』日露戦争での鬼神の如き武功

から、そう謳われた兵士は、ある目的の為に大

金を欲し、かつてゴールドラッシュに沸いた北海

道へ足を踏み入れる。そこにはアイヌが隠した

莫大な埋蔵金への手掛かりが!? 立ち塞がる圧

倒的な大自然と凶悪な死刑囚。そして、アイヌの

少女、エゾ狼との出逢い。『黄金を巡る生存競

争』開幕ッ!!!!

高校の教科書をもとに英訳。グローバル化がす

すむ今日、諸外国の人々と国際情勢や歴史文

化について意見を交わすとき役に立つ一冊。

改正論議に「待った」! 憲法9条、96条をなぜ変

えてはならないのか。憲法界の俊英が、その理

由を明快に語る一冊。上っ面の議論は不要。

本書は，発刊30年を迎えた高校地理では定番

の統計書『データブック オブ・ザ・ワールド』を解

説した入門書として，統計の数値から見えてくる

昔のこと，今のこと，未来のこと，私たちが関係

する世界の様々な事象の裏側を解き明かして

いる。数多くの統計からセレクトされた人口・産

業・貿易など88テーマについて，「なぜ」「どうし

て」という目線から丁寧でやさしく，詳しい解説を

した読み物で，原則1テーマ1見開きで構成して

いる。

その木に祈れば、願いが叶うと言われているク

スノキ。その番人を任された青年と、クスノキのも

とへ祈念に訪れる人々の織りなす物語。『秘密』

『時生』『ナミヤ雑貨店の奇蹟』に続く新たなエン

ターテインメント作品。長編書き下ろし。

麦菜はパン屋を営む両親と弟、祖母と暮らす高

校一年生。介護が必要な祖母と家族との毎日に、

心は「好き」「嫌い」に揺れ──。

源頼朝の鎌倉入りから一五三年、不敗の歴史を

誇った鎌倉幕府はなぜ呆気なく敗れたのか?政

変や戦乱の経過のみならず、幕府政治の根幹

を成す御家人制の質的変化に注目。定説にメス

を入れ、幕府滅亡の真実に迫る。

マチトム史上最大のトリックの謎遂に解明!
マチトムシリーズ第五作。ついにベールを脱い

だ大仕掛け。この謎をクリアすることができるの

は誰か?大好評のにし先生かきおろしコミックつ

きで注目の最新作。

微生物の基礎知識から感染症の仕組みまでを

徹底図解!

いま、「模擬国連」が熱いといわれている。全国

の高校生が熱中している模擬国連とは一体何な

のだろう。これまでの高校模擬国連のあゆみ、

模擬国連の教育効果と活動の全容をまとめるほ

か、各校の様々な実践例も紹介する。

後鳥羽上皇の北条義時追討命令に始まった「承

久の乱」。ただ一度、官軍が負けた戦いの謎を

『日本史のツボ』の著者が解き明かす。

もはや日本の国民食といっても過言ではない、

カレー。インドで生まれたこの料理は、イギリス

から世界各地に広がって、それぞれの土地で、

さまざまな影響を受けながら、独自の姿に変容

していきました。世界の人々は、カレーという「異

文化」をどのようにとらえたのか? そして、われわ

れ日本人は、カレーをどのように受け入れたの

か?

職場で、学校で、なぜ日本人は「空気」を読むの

か?
中野信子さんが脳科学をとおし、初めて日本人

の心性と強みを読み解く。

映画化 今年夏に全国公開‼

札幌の菊水円形歩道橋

が舞台 白石区民必読‼

376フ 『トビタテ！世界へ』 船橋力著

全国の中高生「トビタテ！」

本で留学を後押し
発送 CFで資金集め

官民協働の留学支援プロジェクト「トビタテ！留学JAPAN」の歩みや、さまざまな留学事例をつ

づった「トビタテ！世界へ」(リテル社)を全国の中学・高校に届けようと、著者でトビタテ！のディレク

ター船橋力さん(49)がクラウドファンディング(CF)で資金を募っている。

トビタテ！は、文部科学省が企業から寄付を募り、高校生・大学生の留学費用を返済不要で手

厚く支援する制度で、留学期間は2週間～2年間。「成績・英語力不問」で、行き先や目的など独自

のプランで留学できるのが特徴だ。「2020年度までに1万人」を掲げて13年に始まり、これまでに

224社が計117億円を寄付。約8千人が海を渡った。

「安全安心な環境から飛び出して異なる文化や価値観に触れ、世界が劇的に変化していること

を肌で感じる『越境体験』を多くの若者にしてほしい」と船橋さん。

2020.2.11 朝日新聞

(本の紹介文はすべてopenBD  Fetchより引用しています)


