2019年 6 月 新着図書
請求記号

書名

著者名

出版社

内容紹介

141.7

GU 小さな習慣

スティーヴン・ガイズ／
ダイヤモンド社
著 田口 未和／訳

自分の生活に健康的な習慣を取り入れ、長く続けるためには。毎日これだけは
やると決めて必ず実行する、ちょっとしたポジティブな行動「小さな習慣」と、成功
させるための心構えや実践方法、失敗させないルール等を紹介する。

146.1

FR

図解ヒトのココロがわかるフロイトの話

山竹 伸二／監修

日本文芸社

無意識、夢、欲望…ココロを知れば人間がわかる！ フロイト理論の初歩の初歩
を図解した入門書。さまざまな概念や理論を、はじめての人にも理解できるよう
単純化して紹介する。

159.7

FU

たった一度の人生を変える勉強をしよう

藤原 和博

朝日新聞出版

よのなかが大きく変化して、これまでの“正解”が通用しなくなってしまった今、何
をどうやって学ぶべきか。中高生とその親に向けた、これからの時代を生き抜く
ために必要となる「5つの力」についての授業。

297.9

WA 南極ではたらく かあちゃん、調理隊員になる

渡貫 淳子／著

平凡社

平凡な主婦の料理と生き方を変えた１年４カ月の南極暮らし－。一念発起して南
極地域観測隊の調理隊員になった著者が、昭和基地での生活について綴る。天
かすをリメイクした「悪魔のおにぎり」のレシピも掲載。

302.2

GE

小長谷 有紀編著，前川
明石書店
愛編著

モンゴルの市場経済への移行期に関する理解を促すための体系書。現代モン
ゴルを知るための50のキーワードを、「政治」「経済」「国際関係」「生活」「文化」
に分けて解説する。

334.4

NA 外国人労働者・移民・難民ってだれのこと？

内藤 正典／著

世界の動きとは反対に、外国人労働者に門戸を開放した日本政府。外国人労働
者、移民、難民はどう違うのか。彼らとどう接したらいいのか。国境線を越えて人
が動くことの影響を、わかりやすく解説する。

383.1

UC

ニッポン制服百年史 女学生服がポップカル
チャーになった！

内田 静枝／編著 森 伸
河出書房新社
之／監修

平成は制服の時代だった！？ １９１９年に日本にやってきた女学生服が、コ
ギャル文化を生みだし、「Ｓｅｉｆｕｋｕ」になるまでの百年をたどる。２０１９年４～６
月開催の弥生美術館企画展の内容を書籍化。

412.1

TA

初等整数論講義 第２版

高木 貞治／著

共立出版

代数学講義の姉妹編で,初等整数論・連分数・二元二次不定方程式・二次体の
整数・二次体の整数論および付録として二次体論の高等な部分にも論及し,かつ
二次体のイデアルの類数の計算やディリクレの定理の函数論的証明法を平易
に概説した名著。

521.8

TA

蘇る天平の夢 興福寺中金堂再建まで。２５
年の歩み

多川 俊映／著

集英社（発売）

２０１８年１０月、丹色に染められた興福寺中金堂が落慶した。発掘調査、木材
調達から始まった中金堂落慶までの２５年の年月を歩みを、貫首である著者が
豊富な資料と共に語る。

523.1

SH

幸せな名建築たち 住む人・支える人に学ぶ４
日本建築学会／編
２のつきあい方

丸善出版

名建築と呼ばれる住宅の住み手や、オフィスビル、学校などの維持・運営に携わ
る人々へのインタビューを掲載。各オーナーの思いと名建築とのつきあい方を、
豊富な写真とともに紹介する。『建築雑誌』連載を再編集し書籍化。

726.1

MI

ドラゴン桜２ 東大合格請負漫画 ５

講談社

東大リスニングでは有利になる受験生の条件がある? Ted-Edを活用した東大英
語リスニング問題の予想法、親が守るべき「合格十ヵ条」、そして話題は、その学
習法が知られていないものの、全教科の成績アップに欠かせない「読解力」へ。

780.1

GA 新インナーゲーム 心で勝つ！－集中の科学

Ｗ．Ｔ．ガルウェイ／著
日刊スポーツ出版社
後藤 新弥／訳・構成

インナーゲームとは、心と体の連係を考察しながら、自分自身の内側を引き出す
ための発想法。「集中力」にスポットを当て、分かり易く画期的な方法でメカニズ
ムを説明する。７６年刊「インナーゲーム」の改訂。

783.7

KI

メジャーをかなえた雄星ノート

菊池 雄星／著

文芸春秋

目標と反省を書き続けた先に夢はあった！ メジャーへの夢をかなえた菊池雄
星。中学、高校時代のノート、メンタルトレーニングファイルなど、決して順風満帆
ではなかった野球人生をつまびらかに綴った日誌を公開する。

786.1

MI

穂高小屋番レスキュー日記

宮田 八郎／著

山と渓谷社

誰よりも穂高を愛し、穂高に暮らし、仲間とともに多くの遭難者を救助した熱血
漢。現場に長く居たからこそ経験できた山岳遭難救助の実態を綴った、穂高岳
山荘元支配人・宮田八郎の遺稿集。

795

TE

手筋の基本 “勘”を磨く！厳選１３２問

高尾 紳路／監修

池田書店

効率的な石の形がいつの間にかわかる！ いい手のイメージがすぐ浮かぶよう
になる！ 初段までに身につけたい手筋のコツを解説。超入門編から応用編ま
で、“勘”を磨ける１３２問を収録。各問題ごとにチェック欄付き。

911.1

IT

深読み百人一首 ３１文字に秘められた真実

伊東 真夏／著

栄光出版社

詠みびとは、百人一首で何を伝え、遺したのか。美しい詩章の底に隠されてい
る、世の中の実相や歴史の痕跡を解き明かす。番外編「係助詞“ぞ”の活用」も
収録。

911.1

MA 万葉集 （マンガで楽しむ古典）

井上 さやか監修，瀧
玲子マンガ

ナツメ社

1300年の時を超えて心に響く万葉歌。「万葉集」の愛の歌や、四季と暮らしの歌
などを、マンガとともに解説します。知っておくと、より歌を楽しめるミニ知識も満
載。ジャケットそでに、切り取って使うしおり付き。

911.1

UE

上野 誠

角川ソフィア文庫

遙かなる万葉の言葉の時空に遊び、恋に身を焦がした人びとに想いを馳せる
―。わかりやすい解説とともに、瑞々しい情感を湛えた和歌の世界の豊かさ、美
しさ、楽しさを味わう。

911.1

YO よみたい万葉集

村田 右富実監修，阪上
望助手，まつした ゆうり 西日本出版社
絵・文 他

万葉集の歌を、「鳥」「恋」「旅」などのテーマごとに紹介。万葉集ビギナーの鳥子
ちゃんと物知り鹿先生が、それぞれの歌について語り合います。万葉の頃の生
活やファッションがわかる「万葉新聞」なども掲載。

913.6

AB どこよりも遠い場所にいる君へ

阿部 暁子／著

集英社

ある理由から知り合いのいない離島の進学校に入った和希は、「神隠しの入り
江」で倒れている少女を発見する。七緒という名前しかわからない、身元不明の
彼女が入り江でつぶやいた「１９７４年」の意味とは？ 感涙の恋物語。

913.6

AB 玉依姫

阿部 智里／著

文芸春秋

かつて祖母が母を連れて飛び出したという山内村を訪ねた高校生の志帆は、村
祭りの晩、恐ろしい儀式に巻き込まれる。絶体絶命の志帆の前に現れた青年
は、味方か敵か、人か烏か－。八咫烏シリーズ。荻原規子との対談も収録。

913.6

AO むかしむかしあるところに、死体がありました。 青柳 碧人／著

双葉社

お姫様を鬼から守った一寸法師。打ち出の小槌で大きくなった彼は、ある計画を
心に秘めていて…。「一寸法師の不在証明」をはじめ、日本の昔ばなしを、密室
などミステリのテーマで読み解く作品集。『小説推理』掲載を書籍化。

913.6

HA 僕は君を殺せない

集英社

クラスメートの代わりにミステリーツアーに参加し、連続猟奇殺人を目の当たりに
した「おれ」。最近、周囲で葬式が相次いでいる「ぼく」。接点のないように見える
２人の少年の独白は、思いがけない点で結びつく…！

現代モンゴルを知るための50章

はじめて楽しむ万葉集

三田 紀房／著

長谷川 夕／著

集英社

913.6

HA 襷を、君に。

蓮見 恭子／著

光文社

圧倒的な才能を持ちながら、周囲の期待に押し潰され、陸上をやめてしまった瑞
希。瑞希の美しい走りに魅せられ、陸上を始めた歩。ふたりの奇跡的な出会い
が、新たな風を紡ぎだす！ 疾走する女子高生たちの絆を描いた駅伝小説。

913.6

KI

木崎 菜菜恵／著

集英社

誰よりも一生懸命だったせいで、バスケ部内で疎まれてしまった郁。もう部活に
は入らないと決め、知り合いのいない高校に進学するが、中学時代の郁のプレ
イを知るバスケ部の部長がしつこく勧誘してきて…。

913.6

MA 砂の器 上 改版

松本 清張／著

新潮社

東京・蒲田駅の操車場で男の扼殺死体が発見された。被害者の東北訛りと“カメ
ダ”という言葉を唯一つの手がかりとした必死の捜査も空しく捜査本部は解散す
るが、老練刑事の今西は他の事件の合間をぬって執拗に事件を追う。

913.6

MA 砂の器 下 改版

松本 清張／著

新潮社

善良この上ない元巡査を殺害した犯人は誰か?そして前衛劇団の俳優と女事務
員殺しの犯人は?…新進芸術家として栄光の座につこうとする青年の暗い過去
を追う刑事の艱難辛苦を描く本格的推理長編である。

913.6

YO 羆嵐（くまあらし） 改版

吉村 昭／著

新潮社

大正４年１２月、北海道天塩山麓の開拓村に現われた１頭の羆が、わずか２日
間に６人の男女を殺害した。自然の猛威の前で、なす術のない人間たちと、ただ
一人沈着に羆と対決する老練な猟師の姿を描く。

933.7

HO 星を継ぐもの

ジェイムズ・P・ホーガン
創元SF文庫
著，池 央耿訳

月面調査員が真紅の宇宙服をまとった死体を発見した。綿密な調査の結果、こ
の死体は何と死後五万年を経過していることがわかった。果たして現生人類との
つながりはいかなるものなのか。

933.7

QU Xの悲劇

エラリー・クイーン著，
越前 敏弥訳

角川文庫

結婚披露を終えたばかりの株式仲買人が満員電車の中で死亡。ポケットにはニ
コチンの塗られた無数の針が刺さったコルク玉が入っていた。第二、第三と続く
殺人に、元シェイクスピア俳優の名探偵が挑む。決定版新訳!

933.7

QU Yの悲劇

エラリー・クイーン著，
越前 敏弥訳

角川文庫

大富豪ヨーク・ハッターの死体がニューヨークの港で発見される。毒物による自
殺だと考えられたが、その後、異形のハッター一族に信じられない惨劇がふりか
かる。ミステリ史上最高の傑作が、名翻訳家の最新訳で蘇る！

933.7

QU Zの悲劇

エラリー・クイーン著，
越前 敏弥訳

角川文庫

黒い噂のある上院議員が刺殺され、刑務所を出所したばかりの男に死刑判決
が下されるが、彼は無実を訴える。サム元警視の娘で鋭い推理の冴えを見せる
ペイシェンスとレーンは、真犯人をあげ彼を救うことができるのか？

PU 蜘蛛女のキス

マヌエル・プイグ著，野
集英社文庫
谷 文昭訳

963

バスケの神様 揉めない部活のはじめ方

絡み合うふたりの孤独な心と極限の愛“特殊な状況”のもと、あらゆる面で正反
対なふたりが、映画のストーリーについて語り合うことで深い信頼と愛を深めて
ゆく。読み進めるうちに明らかになるふたりの状況と無情なラストが切ない。

