
913チ 優しい死神の飼い方 知念 実希人∥著

913イ 君に恋をするなんて、ありえないはずだった 筏田 かつら∥著

そして、卒業

913イ 君に恋をするなんて、ありえないはずだった 筏田 かつら∥著

課外授業は終わらない

933モ 月と六ペンス サマセット・モーム∥著 金原 瑞人∥訳

158フ 愛するということ エーリッヒ・フロム∥著 鈴木 晶∥訳

938タ アッホ夫婦 　ロアルド・ダールコレクション ロアルド・ダール∥著 クェンティン・ブレイク∥絵 柳瀬 尚紀∥訳

820イ はじめての中国語 石下 景教∥著

933ウ2 マーダーボット・ダイアリー 下 マーサ・ウェルズ∥著 中原 尚哉∥訳

933ウ ネットワーク・エフェクト マーサ・ウェルズ∥著 中原 尚哉∥訳

933ウ 逃亡テレメトリー マーサ・ウェルズ∥著 中原 尚哉∥訳

913ユ 少女地獄 夢野 久作∥著

724カ カラー＆ライト 　リアリズムのための色彩と光のジェームス・ガーニー∥著 Ｂスプラウト∥訳

描き方

830エ 英検準２級過去６回全問題集　２０２２年度版 

830エ 英検２級過去６回全問題集　２０２２年度版 

830エ 英検準１級過去６回全問題集　２０２２年度版 

913カ 本好きの下剋上　第１部 １～3　兵士の娘　司書香月 美夜∥著

になるためには手段を選んでいられません

913カ 本好きの下剋上　第２部 １～4　神殿の巫女見 香月 美夜∥著

習い　司書になるためには手段を選んでいられ

ません

913カ ソードアート・オンライン 2～4 川原 礫∥著

913ヒ 不動のセンター 　元警察官・鈴代瀬凪 柊 悠羅∥著

913オ 僕が愛したすべての君へ 乙野 四方字∥著

913オ 君を愛したひとりの僕へ 乙野 四方字∥著

361ス すごい言い換え７００語 話題の達人倶楽部∥編

913イ 今夜、世界からこの恋が消えても 一条 岬∥著

913シ 詐欺師は天使の顔をして 斜線堂 有紀∥著

778ミ 宮崎駿とジブリ美術館 宮崎 駿∥著 スタジオジブリ∥編

316シ アイヌ通史 リチャード・シドル∥著 マーク・ウィンチェスター∥訳

518イ よくわかる最新都市計画の基本と仕組み 五十畑 弘∥著

318イ アフターコロナの都市計画 石井 良一∥著

543ヨ 公害から福島を考える 除本 理史∥著

519コ 公害スタディーズ 安藤 聡彦・林 美帆・丹野 春香∥編著

340シ 財政のしくみがわかる本 神野 直彦∥著

130イ ヨーロッパ思想入門 岩田 靖夫∥著

361ツ 社会の真実の見つけかた 堤 未果∥著

590ミ 正しいパンツのたたみ方 南野 忠晴∥著

404も カガク力を強くする！ 元村 有希子∥著

図書局員が選書した本

新着案内

わたし、アナタ、min-na

そのすがたがうれしい

メディアセンター編
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(本の紹介文はOpenBDFetchより引用)

画家ゴーギャンをモデルに、芸術の

ために安定した生活をなげうち、死

後に名声を得た男の生涯を描く。ス

トーリーテラーとしての才能が遺憾

なく発揮された傑作。

図書局毎年恒例のビッグイベントであるブックハンティングは、残念ながらダイヤ

書房改装工事のため中止となってしまいました。このようなわけで今年も図書局員

に選書をしてもらいメディアセンターの蔵書として所蔵することにしましたヨ。図書

局員が選んだ本はいつも大人気です。ぜひ手に取ってみてくださいね！

№32

3年 あああさんが選んだ本 913イ

『君に恋をするなんて、ありえないはずだっ

た』 筏田かつら著
千葉県南総にある県立高校に通う地味で冴えない

男子・飯島靖貴は、勉強合宿の夜に、クラスメイト

の北岡恵麻が困っているところを助けた。それから

恵麻は、学校外でだけ靖貴に話しかけてくるように

なった。しかし靖貴は恵麻に苦手意識を持っていて、

彼女がどうして自分に構うのかわからない。地味系

眼鏡男子と派手系ギャル。絶対に相容れないはず

の二人に起きる、すれ違いラブストーリー。

3年 黒咲もこさんが選んだ本

913シ 『名探偵のはらわた』 白井智之著
稀代の毒殺魔も、三十人殺しも。名探偵vs.歴史的

殺人犯の宴、開幕。推理の果ては、生か死か――。

悪夢が甦る――。日本犯罪史に残る最凶殺人鬼た

ちが、また殺戮を繰り返し始めたら。新たな悲劇を

止められるのはそう、名探偵だけ！ 善悪を超越した

推理の力を武器に、「七人の鬼」の正体を暴き、世

界から滅ぼすべし！ 美しい奇想と端正な論理そし

て破格の感動。覚醒した鬼才が贈る、豪華絢爛な

三重奏。このカタルシスは癖になる！

3年 ゆきさんが選んだ本

933ウ1『マダーボット・ダイアリー上』

マーサ・ウェルズ著
第7回日本翻訳大賞受賞！かつて大量殺人を犯し

たとされたが、その記憶を消されている人型警備ユ

ニットの“弊機”は、自らの行動を縛る統制モジュー

ルをハッキングして自由になった。しかし、連続ドラ

マの視聴を密かな趣味としつつも、人間を守るよう

プログラムされたとおり所有者である保険会社の

業務を続けている。ある惑星資源調査隊の警備任

務に派遣された弊機は、ミッションに襲いかかる

様々な危険に対し、プログラムと契約に従って顧客

を守ろうとするが……。

3年 ナマケモノさんが選んだ本

831エ『英検3級過去6回全問題集2022年度

版』
英検3級で出題された過去6回分の一次試験リスニ

ング・二次試験面接を完全収録。

★本番そのままの音声で対策もバッチリ！

リスニング問題は実際の試験と同じ音声が収録され

ています。

面接試験は、音読の模範例、質問とその解答例を

収録。

★使いやすいトラック分け

１問ごとにトラックを区切ってあるので聞き取れな

かった問題やもう一度解きたい問題を簡単に頭出し

できます。

3年 モモさんが選んだ本

913カ1 『ソードアート・オンライン1』川原樂

著
クリアするまで脱出不可能、ゲームオーバーは本

当の“死”を意味する──。謎の次世代MMO『ソード

アート・オンライン（SAO）』の“真実”を知らずログイ

ンした約一万人のユーザーと共に、その過酷なデ

スバトルは幕を開けた。 SAOに参加した一人であ

る主人公・キリトは、いち早くこのMMOの“真実”を

受け入れる。そして、ゲームの舞台となる巨大浮遊

城『アインクラッド』で、パーティを組まないソロプレ

イヤーとして頭角をあらわしていった。

3年 ゆるとさんが選んだ本

913カ 『あの夏が飽和する』 カンザキイオリ

著

カリスマ的ボカロＰが、自身の大ヒット曲をもと

に書き下ろす衝撃の小説デビュー作！ ファン

の熱烈な声に応えてついに実現。社会人に

なった千尋は今度こそ愛する人を守れるか。

青春サスペンスの傑作誕生！

3年 結さんが選んだ本

913シ『愛じゃないならこれは何』斜線堂有紀著
斜線堂有紀のはじめての恋愛小説集。『きみの長靴でいいで

す』天才ファッションデザイナー･灰羽妃楽姫は、二八歳の誕

生日プレゼントに、ガラスの靴を受け取った。送り主は、十年

来の妃楽姫のビジネスパートナー、そして妃楽姫がいつか結

婚すると信じている男、妻川。人生の頂点に到達しようとして

いる妃楽姫だったが、しかし次の瞬間彼女が聞いたのは、妃

楽姫以外の女との、妻川の結婚報告だった。

ヒューゴー賞・ネビュラ賞・日本翻訳

大賞受賞

かつて大量殺人を犯したとされたが、

その記憶を消されていた暴走人型警

備ユニットの〝弊機〟。紆余曲折の

すえプリザベーション連合に落ち着

いた弊機は、ステーション内で他殺

体に遭遇する。弊機は警備局員のイ

ンダーたちとともに捜査をはじめるが
……

なぜ人は「ダメだなあ」より「もったいな

い！」、「新鮮野菜」より「朝採れ野菜」、

「迅速に対応」より「30分以内に対応」に反

応してしまうのかーー。本書では、いつも

のひと言を、ほんの少し言い換えるだけで、

相手を誘導し、動かすことができるコツを

レッスンします。相手の心に届かない言葉

を虚しく並べるより、たったひと言で心を揺

さぶる技術を身につけたい！ という社会

人におススメの一冊です。

「お互い、本気で好きにならないこ

と」。そんな条件で始まった僕らの恋

人ごっこ。偽りの恋だったはずが、日

ごと彼女に惹かれていく僕。しかし彼

女は、１日ごとに記憶が消去される

前向性健忘症であることを告げ……。

コロナ禍で人々の働き方、暮らし方

が大きく変わり、都市のあり方は大

きな影響を受けているが、現行の都

市計画制度では新しい都市のニー

ズに対応できない。暮らしを楽しむコ

ンパクトな地方都市を目指すための

分権改革を提言。

メディアが流す情報を鵜呑みにして

いては、社会の真実は見えてこない。

9・11以後のアメリカで、人々の恐怖

心と競争を煽ってきたメディアの実

態を実際に体験し、取材してきた著

者が、「情報を読み解く力」を身につ

ける大切さを若い世代に向けて解

説する。同時にそこにこそ"未来を選

ぶ自由"があると説く。
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請求記号書名 著者 請求記号書名 著者
828へ 日本通の友達と台湾華語で知る大好き 『ライブ互動日本語』編集部∥著 796ウ ５手詰ハンドブック 浦野 真彦∥著

な台湾文化 796ウ ７手詰ハンドブック 浦野 真彦∥著

828カ 今日からはじめる台湾華語 樂 大維∥著 613エ エッセンシャル土壌微生物学 南澤 究・妹尾 啓史∥編著 青山 正和∥著

316ミ 黒人と白人の世界史 オレリア・ミシェル∥著 児玉 しおり∥訳 913カ ヘヴン 川上 未映子∥著

316テ ホワイト・フラジリティ ロビン・ディアンジェロ∥著 貴堂 嘉之∥監訳 上田 勢子∥訳

493ス1 疫病の世界史 上 フランク・Ｍ・スノーデン∥著 桃井 緑美子∥訳 塩原 通緒∥訳 824ハ パッと見てわかる！中国語単語イラスト図 アスク出版編集部∥編集・制作

493ス2 疫病の世界史 下 フランク・Ｍ・スノーデン∥著 桃井 緑美子∥訳 塩原 通緒∥訳 鑑

360ナ 未来をつくるあなたへ 中満 泉∥著 140ヒ ひと目でわかる心のしくみとはたらき図鑑 黒木 俊秀∥日本語版監修 小野 良平∥訳

453カ 地震はなぜ起きる？ 鎌田 浩毅∥著 491ヒ ひと目でわかる体のしくみとはたらき図鑑 大橋 順・桜井 亮太∥日本語版監修 千葉 喜久枝∥訳

911コ 俳句部、はじめました 神野 紗希∥著 498ヒ ひと目でわかる食べ物のしくみとはたらき 北村 真理・屋良 佳緒利∥日本語版監修 千葉 喜久枝∥訳

451コ 地球温暖化を解決したい 小西 雅子∥著 図鑑

209ア 世界史の発明 タミム・アンサーリー∥著 花田 知恵∥訳 500ヒ ひと目でわかるテクノロジーのしくみとは 村上 雅人・小林 忍∥日本語版監修 東辻 賢治郎∥訳

726マ マンガ！ 　大英博物館マンガ展図録 ニコル・クーリッジ・ルーマニエール/松葉 涼子∥編 松葉 涼子∥日本語版監修 たらき図鑑

376オ 人間科学部 　中高生のための学部選 大岳 美帆∥著 007ヒ ひと目でわかるプログラミングのしくみと 渡邉 昌宏∥日本語版監修 山崎 正浩∥訳

びガイド はたらき図鑑

913イ マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂 幸太郎∥著 519シ ひと目でわかる地球環境のしくみとはたら トニー・ジュニパー∥著 赤羽 真紀子・大河内 直彦∥日本語版監修

913カ おしゃべりな部屋 川村 元気・近藤 麻理恵∥著 き図鑑

913ウ くるまの娘 宇佐見 りん∥著 336ヒ ひと目でわかるマネジメントのしくみとは 野田 稔∥日本語版監修 千葉 喜久枝∥訳

913ミ0 夢をかなえるゾウ ０ 水野 敬也∥著 たらき図鑑図鑑

141ナ １０代のための疲れた心がラクになる 長沼 睦雄∥著 290イ イラストで学ぶ地理と地球科学の図鑑 柴山 元彦・中川 昭男∥日本語版監修 東辻 千枝子∥訳

本 801ス ずかん文字 八杉 佳穂∥監修

130へ フランスの高校生が学んでいる１０人 シャルル・ペパン∥著 永田 千奈∥訳 411シ ずかん数字 清水 洋美∥編著 中村 滋∥監修

の哲学者 290ミ 地球一周！世界の国ぐに大図鑑 アンドレア・ミルズ∥著 花田 知恵・堤 朝子∥訳

430ホ 化学技術者・研究者になるには 堀川 晃菜∥著 452マ まるごとわかる！海の科学大図鑑 ＤＫ社∥編 黒輪 篤嗣∥訳

281キ 北国に光を掲げた人々 　北海道が生 北海道科学文化協会∥編 164セ 世界の神話大図鑑 フィリップ・ウィルキンソン∥ほか著 林 啓恵・飯原 裕美∥訳

んだ九人の横綱 北海道青少年叢書 816ナ 文章を彩る表現技法の辞典 中村  明∥著

493キ 今日はくもり、明日は晴れ 　みんな 生駒 一憲∥監修 玉川 侑那∥編著 伊藤 竜綺∥イラスト 351二 日本国勢図会　２０２２／２３ 　日本が 矢野恒太記念会∥編集

が読める、高次脳機能障がい７人の わかるデータブック

物語 350テ34 データブックオブ・ザ・ワールド　

913シ 元彼の遺言状 新川 帆立∥著 ２０２２ Ｖｏｌ．３４

913シ 競争の番人 新川 帆立∥著

135ナ フーコー〈性の歴史〉入門講義 仲正 昌樹∥著

113イ 運命論を哲学する 入不二 基義・森岡 正博∥著

913シ ただしい人類滅亡計画反出生主義をめ 品田 遊∥著

ぐる物語 

146カ 疾風怒濤精神分析入門 片岡 一竹∥著

361ア ゲーム的リアリズムの誕生 東 浩紀∥著

454マ 見に行こう！大雪・富良野・夕張の地 前田 寿嗣∥著

形と地質

457ツ 楽しい植物化石 土屋 香・土屋 健∥著 ネイチャー＆サイエンス∥編

457シ 植物化石 塚腰 実∥監修 佐治 康生∥撮影

209イ1 岩波講座世界歴史 ０１　世界史とは 荒川 正晴∥ほか編集委員

何か

913ハ 物語のいでき始めのおや 　『竹取物 原 國人∥著

語』入門

913タ おいしいごはんが食べられますように 高瀬 隼子∥著

913ク 夜に星を放つ 窪 美澄∥著

130サ バカロレアの哲学 坂本 尚志∥著

824オ 新ゼロからスタート中国語単語 王 丹∥著

820オ 新ゼロからスタート中国語 　会話編 王 丹∥著

820オ 新ゼロからスタート中国語 　文法編 王 丹∥著

778シ 特撮の地球科学 　古生物学者のスー 芝原 暁彦・大内 ライダー∥著 すざ木 しんぺい∥絵

 パー科学考察

302セ 北海道でＳＤＧｓ 関口／裕士∥著 北海道新聞社∥編

462タ 大絶滅は、また起きるのか？ 高橋 瑞樹∥著

367マ 大人になる前に知る老いと死 前沢 政次∥著

611オ 農業者になるには 大浦 佳代∥著

796サ １手ずつ解説する角換わり棒銀 真田 圭一∥著

796二 １手ずつ解説する三間飛車 西川 和宏∥著

796ト １手ずつ解説するゴキゲン中飛車 戸辺 誠∥著

796オ １手ずつ解説する四間飛車穴熊 大平 武洋∥著

796ナ １手ずつ解説する右四間飛車 中川 大輔∥著

796カ １手ずつ解説する角交換四間飛車 門倉 啓太∥著

796ウ １手詰ハンドブック 浦野 真彦∥著

796ウ ３手詰ハンドブック 浦野 真彦∥著

                                                                                  レファレンスブック

SDGsの基本から道内での実践例

まで——。北海道新聞の連載

「SDGsがわかる」「持続可能な

未来へ」を中心に約50本の関連

記事をイラストや写真とともに

一冊に。リオ地球サミットで伝

説のスピーチを残したセヴァ

ン・スズキさんや、「クローズ

アップ現代」の元キャスター・

国谷裕子さん、『人新世の「資

本論」』の斎藤幸平さん、琉球

大教授の上間陽子さんなどのイ

ンタビューも収めました。

未解明な部分が多い土壌微生物

の働きや生態系について作物生

産という視点からまとめた入門

書。学生や研究者だけでなく一

般の方にも。

★ 5年理数地学 岩石の同定 ★

★ 3年国語 Unit3 随筆 ★

458タ『石ころ博士入門』 髙橋直樹他著

石ころは、地球の火山活動や地殻変動などによってつくり出されます。

石ころをよく観察することで、地球の壮大な営みが見えてきます。

459ヤ『不思議で美しい石の図鑑』 山田英春著

大好評イラスト授業シリーズ第4弾。国際関係や社会経済システム、科学

技術など、さまざまな要素が複雑に絡み合う環境問題を、豊富な写真や

イラストでわかりやすく総合的に理解できる、これまでにないビジュア

ル図鑑。

914ヤ『清少納言 枕草子』 山口仲美著

季節の美しさを、時間の観点から切り取る。「春はあけぼの」の章

段で清少納言が提示したのは、それまでにない斬新な視点だった-。

約一〇〇〇年前に書かれた最古のエッセイ集でありながら、現在に

通じる礼儀作法や男女間のエチケット集としても読める、その普遍

的な魅力に迫る。

210シ1『知ってびっくり！日本の歴史のお話 前編』

田代脩監修

「日本の歴史」が好きになる28の名場面、旧石器時代〜室町時代。語

りつぎたい歴史のエピソードや人物の活やくがいっぱい。

私は相手の肌の色など気にしな

い。人格で判断すべきと分かっ

ているから―だがこうした差別の

否認は、〈白人の心の脆さ〉と

特権を示しているだけだ。マ

ジョリティの誰もが人種差別主

義を抱える根拠と対処法を明示

し、米国で大反響を巻き起こし

たベストセラー。

17歳のかんこたち一家は、久しぶ

りの車中泊の旅をする。思い出の

景色が、家族のままならなさの根

源にあるものを引きずりだす。50

万部突破の『推し、燃ゆ』に続く

奇跡とも呼ぶべき傑作。

欧米のエリートにとって、哲学

は不可欠な教養だ。

フランスの高校では哲学が必修、

バカロレア（大学入学資格試

験）では文系理系を問わず哲学

の筆記試験が課される。

教養としての哲学を、フランス

の教科書を読んで身に着けよ

う！

第167回芥川賞受賞！

職場でそこそこうまくやってい

る二谷と、皆が守りたくなる存

在で料理上手な芦川と、仕事が

できてがんばり屋の押尾。

ままならない微妙な人間関係を

「食べること」を通して描く傑

作。

(本の紹介文はOpenBDFetchより引用)

大好評イラスト授業シリーズ第

4弾。国際関係や社会経済シス

テム、科学技術など、さまざま

な要素が複雑に絡み合う環境問

題を、豊富な写真やイラストで

わかりやすく総合的に理解でき

る、これまでにないビジュアル

図鑑。


