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159 SA 不機嫌は罪である 斎藤 孝／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
気分をコントロールすることはこころの運動能力を維持し、仕事や人間関係のパ
フォーマンスを上げる知的技術。不機嫌の危険性とともに、不機嫌を出さない技
術、不機嫌をふせぐメソッドを紹介する。

159.8 IW
日本のことわざを心に刻む 処世術が身につく
言い伝え

岩男 忠幸／著 東邦出版
先人たちの知恵や考え方がぎっしり詰まった、人が生きていくうえでさまざまな場
面でヒントや指針となることわざを多数紹介。日本語の妙ともいえる「もじり」や
「しゃれ」を使ったことわざも収録する。

159.8 KO 心が元気になる美しい絶景と勇気のことば
パイインターナショナル
／編著

パイインターナショナル
人生に夢があるのではなく、夢が人生をつくるのです－。人生を輝かせる言葉、
壁を乗り越える言葉、自分らしく生きるための言葉など、元気になる偉人のこと
ばを、見ているだけで心が癒やされる絶景の写真に添えて紹介する。

181.02 SA 大乗仏教 佐々木 閑 NHK出版新書
宗派とは何か? なぜ教えが違うのか? 原始仏教の研究者と一人の青年との対話
から大乗仏教の本質に迫る。大乗仏教1500年の常識を覆す「大乗起信論問題」
の?末を新たに書き下ろした、究極の仏教概説書。

190.5 KI キリスト教年鑑 ２０１８
キリスト教年鑑編集委
員会／編集

キリスト新聞社
現代日本のキリスト教界の現状について幅広く網羅した情報を、教会・団体・学
園・人名等に分類して掲載。２０１６年１２月～２０１７年１１月の日本のキリスト教
界の動向も紹介する。

198.2 WA
あなただけの人生をどう生きるか 若い人たち
に遺した言葉

渡辺 和子／著 筑摩書房
なにが人間を幸せにするのか、なにが人間にとってたいせつなのか。伝説の教
育者・渡辺和子が、ノートルダム清心女子大学学長時代、若者へのメッセージを
語った講演を精選・収録する。

210.1 IS
マンガ日本の歴史　22 　王法・仏法の破滅-
応仁の乱

石ノ森 章太郎 中公文庫

西暦一四六七年五月二六日、京に始った応仁の乱。以後十数年に亘り、西国の
ほとんどの地域を戦火に巻き込み、栄華を誇った京の都を焦土と化したこの大
乱を新視点で把える。本作品は一九九七年度アジア漫画大会で漫画アカデミー
賞大賞を受賞。

222 TA
中国史にみる女性群像 悲運と権勢のなかに
生きた女性の虚実

田村 実造／著 清水書院
秦末における項羽と劉邦の抗争の陰に散った虞美人、輝かしい足跡を歴史に刻
んだ文明太后…。秦末、楚・漢抗争から清朝滅亡までのおりおりに歴史を彩った
女性群像を選び、その歴史の虚実、光と陰を描き出す。

222.05 CH 独裁君主の登場　宋の太祖と太宗 竺沙 雅章／著 清水書院
１０世紀の中国は、唐朝崩壊後、五代十国とよばれる乱世が続いた激動期で
あった。その混乱をおさめた宋の太祖と太宗は、唐の貴族制に代わる新しい君
主独裁体制を完成させた。２人の生涯をたどり、人間像を浮かび上がらせる。

222.8 NA 張騫とシルク－ロード 新訂版 長沢 和俊／著 清水書院
アジアとヨーロッパを結ぶシルク－ロード。そこには、多くの冒険と夢とロマンが
あった。この交通路をめぐって、いかに華やかな東西文化の交流が行なわれた
かを、張騫の伝記を中心につづる。

227.4 MI オスマン帝国の栄光とスレイマン大帝 三橋 富治男／著 清水書院
１４～２０世紀、西アジアの歴史は、オスマン帝国の動きを中軸として展開され
た。雄大なイスラム帝国の支配者・スレイマン大帝の人物と業績を通して、１６世
紀の世界史のうち東洋と西洋をつなぐ中間帯の歴史の空白部をうめる。

233.05 IM クロムウェルとピューリタン革命 今井 宏／著 清水書院
チャールズ一世の専制支配に抗して、イギリスの国民が立ち上がったピューリタ
ン革命。クロムウェルにひきいられて戦った「聖者の軍隊」が近代ヨーロッパに残
したものを、クロムウェルの思想と行動を通して解明する。

288.4 TE
天皇と元号の大研究 日本の歴史と伝統を知
ろう

高森 明勅／監修 ＰＨＰ研究所
日本国と国民統合の象徴である「天皇」。「天皇」と「元号」について、たくさんの
写真や資料とともにわかりやすく解説し、歴代の１２５人の天皇のなかから、２９
人の業績と元号を紹介する。見返しに天皇・元号一覧表あり。

289.1 FU 福沢諭吉 高橋 昌郎／著 清水書院
福沢諭吉の死に対して、衆議院は哀悼の決議を行った。これは諭吉に対する同
時代人の評価を示すものだが、現在からその全体像を鳥瞰する時、その評価は
おのずと異なってくる。諭吉の既成像を一新しようと試みる書。

289.1 IH 「沖縄学」の父　伊波普猷 新訂版
金城 正篤／著 高良 倉
吉／著

清水書院
沖縄の古い文献や民俗伝承を探究し、世界や日本の多くの研究者の成果に触
れ、沖縄を愛した「沖縄学の父」伊波普猷。近代沖縄の歴史とともに歩んだひと
りの学者・啓蒙家の人間像と、その学問・思想を明らかにする。

289.1 MI 源義経　伝説に生きる英雄 新訂版 関 幸彦／著 清水書院
古代と中世のはざまを風の如く駆け抜けた源義経。この舞台で義経は何を演
じ、演じさせられたのか。彼の短い生涯は、伝説の上で真の英雄となることで完
了したのであろうか。義経の実像と虚像に鋭く迫る。

289.1 YA 走り続ける力 山中 伸弥／著 毎日新聞出版
ｉＰＳ細胞による再生医療の実現に向け、苦闘する日々。患者を救うべく、山中伸
弥は今日も走り続ける－。ノーベル賞科学者の栄光と挫折を、山中伸弥が自ら
語る。『毎日新聞』連載に対談等を加え書籍化。

289.2 SH 司馬遷と『史記』の成立 大島 利一／著 清水書院
司馬遷の生きた西暦前２世紀後半は、中国民族の大発展期であった。征服戦争
の栄光と民衆の苦難との矛盾は、「史記」のなかに雄大な構成と苛烈なリアリズ
ム精神となって現われている。司馬遷の生涯と「史記」の精神を描き出す。

289.2 TE 世界航海史上の先駆者　鄭和 寺田 隆信／著 清水書院
１５世紀のはじめ、２９年間に７度も大船隊を率いて、東南アジアからインド・アフ
リカ東岸にまで及ぶ海域で活動した鄭和。当時の航海術や造船技術にもふれな
がら、鄭和の事績をイスラム新史料にも目を向けつつ描く。

289.3 HA
地中海世界の覇権をかけて　ハンニバル 新
訂版

長谷川 博隆／著 清水書院
ローマに抗して戦い続けたカルタゴの名将・ハンニバル。将軍としてのハンニバ
ルはもちろんのこと、地中海世界最大の視野を有した大政治家としても、その姿
をあますところなく紹介する。

289.3 HI ヒトラーと第二次世界大戦 新訂版 三宅 正樹／著 清水書院
独裁権を掌握し、戦争への道をつき進んだヒトラーの戦争計画を、史料に則して
詳細に展開させる。ヒトラーと日本との関係にも日独伊三国同盟締結の過程で
言及した、ユニークなヒトラー伝。

289.3 JE ジャンヌ＝ダルクの百年戦争 新訂版 堀越 孝一／著 清水書院
神格化されたジャンヌ＝ダルクの陰に「もうひとりのジャンヌ＝ダルク」がいる。
ジャンヌ・ダルクをヴァロワ王権の味方、教会にそむく異端の少女と見ていた時
代の、生身の彼女を追い求めたユニークなジャンヌ＝ダルク伝。

289.3 MA
マルコ＝ポーロ　東西世界を結んだ歴史の証
人

佐口 透／著 清水書院
１２世紀の中頃、東方への大旅行の途にのぼったマルコ＝ポーロ。ローマ教皇と
モンゴル帝国を結ぶ東西交渉の桧舞台で、彼は何を考え、いかに行動したの
か。「東方見聞録」を読み返し、新しい視点でマルコの実像を捉え直す。
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290.9 OT
僕らはまだ、世界を１ミリも知らない けど、そ
の知らない世界がオモシロイ！Ｔｒａｖｅｌ　ｔｈｅ
ｗｏｒｌｄ　ａｓ　ａ　ｌｉｂｅｒａｌ　ａｒｔｓ！！！

太田 英基／著 幻冬舎
あなたの頭の中にある地図は、世界地図ですか？　２年５０カ国、１０００人以上
のビジネスマンたちと出逢ってきた起業家が、２０代という貴重な時間を投じた旅
を通じて、世界のオモシロさを伝えます。

312.1 YA 原敬　政党政治のあけぼの 新訂版 山本 四郎／著 清水書院
２０世紀初頭の日本はまさに激動の時代であった。原敬は、この時代において政
治舞台の脚本家であり、演出家であり、晩年はその主役でもあった。時代の流
れに即して、政治家原敬を浮き彫りにする。

319.8 SE 世界から核兵器がなくならない本当の理由
池上 彰／著 「池上彰
緊急スペシャル！」制
作チーム／著

ＳＢクリエイティブ
そもそも核兵器とは何か？　なぜ世界からなくならないのか？　触れられなかっ
た「核の闇」に、池上彰が斬り込む。２０１８年１月７日放送のＴＶ番組「金曜プレミ
アム「池上彰緊急スペシャル！」」の内容をもとに書籍化。

329.3 KO
国境なき助産師が行く 難民救助の活動から
見えてきたこと

小島 毬奈／著 筑摩書房
貧困、病気、女性の地位の低さ、レイプ…。難民の現実は厳しい！　「国境なき
医師団」で、助産師として難民救助の活動に８回参加した著者が、日本と世界の
見方が変わる、貴重な体験を伝える。

330.5 KE
経済財政白書 平成３０年版 「白書」：今、Ｓｏｃ
ｉｅｔｙ５．０の経済へ

内閣府／編集
全国官報販売協同組
合（発売）

今後の経済動向の判断や、新たな政策の企画・立案に役立つよう、日本の経済
と財政を総合的に分析する白書の縮刷版。平成３０年版では、景気回復の現状
と課題、「Ｓｏｃｉｅｔｙ　５．０」に向けた行動変化等を論じる。

336.9 NI 税理士になるには 改訂版 西山 恭博／著 ぺりかん社
複雑な税法や会計に精通し、企業や個人をサポート。書類や帳簿の作成だけで
なく、税務以外にも経営や事業の発展に貢献している税理士たちの姿を紹介。
公認会計士との違いや、資格取得までの道のりも詳しく解説する。

350.9 SE
世界国勢図会 世界がわかるデータブック ２０
１８／１９

矢野恒太記念会／編
集

矢野恒太記念会
各国政府や公的機関あるいは業界団体が公表した原数値、修正値、推計値な
どをもとに、世界の社会・経済情勢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。折り込み地図あり。

351 DE データでみる県勢 ２０１９
矢野恒太記念会／編
集

矢野恒太記念会
４７都道府県の現状を代表的な統計指標で示し、多数の社会・経済統計により
府県別の比較を行い、全国７９１市、東京２３区、９２７町村の主要統計を掲載。
最新のデータをもとに、地方の情勢を明らかにする。

351 NI
日本国勢図会 日本がわかるデータブック ２０
１８／１９

矢野恒太記念会／編
集

矢野恒太記念会
統計表とグラフに解説、トピックスを加えて、日本の社会・経済情勢を明らかにし
たデータブック。国土と気候、人口、工業、貿易など、さまざまな分野の基本統計
を収録する。府県別主要・生産統計も収載。

361 YU １０代からの社会学図鑑

クリス・ユール／著 クリ
ストファー・ソープ／著
ミーガン・トッド／監修
田中 真知／訳

三省堂
私のアイデンティティって何？　学校は何を教えるの？　どうして世界はこんなに
不公平？　身近な問題と重要な社会学者たちを、豊富なビジュアルを交えてわ
かりやすく解説する。はじめて学ぶ社会学ガイドブック。

367.2 JO
女性白書 ２０１８ 女性の人権と憲法－改憲の
動きの中で

日本婦人団体連合会
／編

ほるぷ出版
「女性の人権と憲法－改憲の動きの中で」をテーマに、女性の人権を標的とした
戦前回帰が進行していることに警鐘を鳴らすとともに、日本国憲法が女性の生き
る権利をどのように保障しているかを再確認する。

367.2 HI
東大を出たあの子は幸せになったのか 「頭の
いい女子」のその後を追った

樋田 敦子／著 大和書房
東大を目指した理由は。親や親族に東大卒がいるか。受験勉強のやり方は。東
大女子のメリットとデメリットは。勉強は幸せをつかむ手助けになるか－。東大卒
女子３０人に現状や思いを聞き、彼女たちがたどった軌跡を追う。

368.6 KA
炎上弁護士 なぜ僕が１００万回の殺害予告を
受けることになったのか

唐沢 貴洋／著 日本実業出版社
殺害予告、個人情報の流出、なりすましによる爆破予告、フェイクニュースに踊
らされ殺到するマスコミ…。炎上弁護士と呼ばれる著者が、炎上がなぜ起こった
のか、どんな実害を被ったのか、なぜ今でも戦うのかを激白する。

369.2 SH 障害者白書 平成３０年版 内閣府／編集 勝美印刷（印刷）
障害者基本計画（第４次）の策定、障害のある人に対する理解を深めるための
基盤づくり、社会参加へ向けた自立の基盤づくりなど、平成２９年度を中心とした
障害者施策の取組をまとめる。障害者の状況等の参考資料も収録。

369.4 KO
子ども白書 「子どもを大切にする国」をめざし
て ２０１８ 型にはめたい大人たち 「人づくり革
命」「働き方改革」に未来はあるか

日本子どもを守る会／
編

本の泉社
いのちと健康・医療・家庭・福祉・司法・学校・地域・文化など、日本の子どもをめ
ぐる現状を詳細に分析し、全国各地の取り組みを紹介する。巻頭では「型にはめ
たい大人たち」を特集。子ども生活関連年表付き。

403.6 KO 理科年表 第９２冊（平成３１年） 国立天文台／編 丸善出版
暦部、天文部、気象部、物理・化学部、地学部、生物部、環境部、附録からなる
理科年表。「植物分類表」「ヒト染色体の遺伝子地図」を改訂し、温暖化が生物に
与える影響を詳述したトピックス等を掲載。

492.9 KA
看護白書 平成３０年版 地域包括ケア時代の
看護管理者の役割

日本看護協会／編 日本看護協会出版会
地域包括ケアシステムにおける看護管理者の役割を特集。看護管理者の機能
強化に向けた日本看護協会の取り組みを紹介し、「地域の施策への参画」「看護
人材の育成・活用」等の視点から、マネジメントの最新事例を報告する。

493.9 YO
やってはいけない脳の習慣 ２時間の学習効
果が消える！ 小中高生７万人の実証データ
による衝撃レポート

横田 晋務／著 川島 隆
太／監修

青春出版社
ゲームやテレビの時間と脳の成長の遅れは比例する。子どもの肥満は、記憶力
に関わる「海馬」の発達に悪影響。「親子の会話時間」が言語能力に関連した脳
を育てる…。最新の脳研究からわかった事実を紹介する。

499.09 IK 医薬品業界で働く 池田 亜希子／著 ぺりかん社
創薬研究者、医薬品開発者、病院薬剤師…。安心・安全な医薬品を届ける医薬
品業界の人たちの仕事を、現場で働く人のドキュメントを通してくわしく紹介し、な
り方を具体的に解説する。「なるにはフローチャート」も掲載。

519.05 KA
環境白書　循環型社会白書／生物多様性白
書 平成３０年版 地域循環共生圏の創出によ
る持続可能な地域づくり

環境省大臣官房環境
計画課／編集 環境省
環境再生・資源循環局
総務課循環型社会推

全国官報販売協同組
合（発売）

「環境白書」「循環型社会白書」「生物多様性白書」を一冊にとりまとめたもの。
平成２９年度の環境・循環型社会の形成・生物の多様性に関する状況、および
平成３０年度の環境の保全等に関する施策を報告する。

661.7 OR 漁師になるには 大浦 佳代／著 ぺりかん社
世界でも指折りの多彩さを誇る日本の沿岸で、さまざまな漁法・業態で海ととも
に生きる漁師。多様な漁師の世界を、現場で働く人のドキュメントとともに紹介
し、なり方を具体的に解説する。「なるにはフローチャート」も掲載。

678.2 TS
通商白書 ２０１８ 急伸するデジタル貿易と新
興・途上国経済への対応　新たな通商ルール
構築の必要性

経済産業省／編集 勝美印刷
越境ＥＣ市場とその利用者の急拡大、ＩＴプラットフォーマーの台頭の一方で、
データの自由な流通を阻害する保護主義的な規制が急増する現状を分析。新
興・途上国経済の台頭が、グローバル経済に与えた影響なども解説する。

689.5 KA
ディズニー夢をかなえる神様が教えてくれたこ
と

鎌田 洋／著 ＳＢクリエイティブ
なぜディズニーランドは「夢と魔法の王国」と呼ばれるのか？　その秘密を知って
いるのが、ディズニーの“夢をかなえる神様”だった－。人生で大切なことに気づ
く、実話を元にした３つの物語を収録。

726.1 SH はたらく細胞　03 清水 茜 講談社
キラーT細胞、ヘルパーT細胞。2人は胸腺学校時代の同期だった!? 彼らの知ら
れざる青春時代を描いた「胸腺細胞」をはじめ、「血液循環」「風邪症候群」「獲得
免疫」「ニキビ」の全5編を収録!!

726.1 SH はたらく細胞 ０４ 清水 茜／著 講談社

マクロファージさんの“ヒミツ”ってなんだ!?優雅にして過激なマクロファージさん
の裏の顔が明かされる「黄色ブドウ球菌」ほか、マスト細胞さんがヒステリーに大
活躍する「デング熱」、赤血球ちゃんが後輩の教育係を任させる「出血性ショック
(前後編)」、カンピロバクターが小腸で人質を取る「パイエル板」の全5編を収録!!



728.2 OG 六朝貴族の世界　王羲之 新訂版 吉川 忠夫／著 清水書院
すぐれた造形性をそなえた漢字の美を発見し、芸術としての「書」を確立した六
朝人。その第一人者である「書聖」王羲之の人となり、生活、思想および生きた
時代を語り、四世紀の中国を生きた一知識人の全体像を描く。

780 TA スポーツで働く
谷 隆一／著 藤江 亮介
／著

ぺりかん社
実業団選手、クラブチームスタッフ、スポーツ用品販売員、スポーツライター…。
多岐にわたる体育系の仕事を、現場で活躍する人のドキュメントとともに紹介し、
なり方を具体的に解説する。「なるにはフローチャート」も掲載。

837 TE 天声人語 ２０１８夏
朝日新聞論説委員室
／編 国際発信部／訳

原書房
『朝日新聞』のコラム「天声人語」２０１８年４～６月分を、情報サービスの配信サ
イト『Ａｓｔａｎｄ』掲載の英訳文とともに収録。本文漢字総ルビ、英文訳注、用語解
説、索引付。

837 TE 天声人語 ２０１８秋
朝日新聞論説委員室
／編 国際発信部／訳

原書房
『朝日新聞』のコラム「天声人語」２０１８年７～９月分を、情報サービスの配信サ
イト『Ａｓｔａｎｄ』掲載の英訳文とともに収録。本文漢字総ルビ、英文訳注、用語解
説、索引付。

911.3 NA 夏井いつきの季語道場 夏井 いつき／著 ＮＨＫ出版
選と記憶に残る「作句のコツ」とは？　いつき流「季語の六角成分図」と名句をヒ
ントに、季語の生かし方を解説。推敲のコツ、類想を超える秘策なども紹介。コ
ピーして使う図や用紙あり。『ＮＨＫ俳句』掲載を元に加筆・再編集。

913.6 AO
浜村渚の計算ノート ８と１／２さつめ つるかめ
家の一族

青柳 碧人／著 講談社
通称「方程式を使うことを禁じられた村」で、気味の悪い数え歌をなぞるように連
続怪死事件が起きた。数学少女は、“究極の難問”をどうやって解決するの
か！？　数学ミステリ。『ＩＮ☆ＰＯＣＫＥＴ』連載に加筆し文庫化。

913.6 KA
本好きの下剋上 司書になるためには手段を
選んでいられません 第４部〔５〕 貴族院の自
称図書委員 ５

香月 美夜／著 ＴＯブックス
エーレンフェストの下町を美しい街へと生まれ変わらせたローゼマインは、他領
への影響力を強めるため、さらなる発展を目指す。そして季節が冬の到来を告
げる頃、貴族院では２年生が始まるのだった…。短編も収録。

913.6 MO
京都寺町三条のホームズ １１ あの頃の想い
と優しい夏休み

望月 麻衣／著 双葉社
次の修業までの短い夏休みを「蔵」で過ごしていた清貴のところに、高校時代の
先輩・日野がたずねてきた。最近、勤めていた会社を辞めたという日野を、清貴
は永観堂に誘う。「永観堂といえば秋では？」といぶかしむ日野だが…。

913.6 SA 准教授・高槻彰良の推察 民俗学かく語りき 沢村 御影／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
嘘を聞き分ける耳を持つ大学生・深町尚哉は、幼い頃に迷い込んだ不思議な祭
りのレポートがきっかけで、怪事件を収集する民俗学の准教授・高槻に気に入ら
れ、助手をすることに。高槻もまた、過去に奇怪な体験をしていて－。

913.6 SA 君は月夜に光り輝く 佐野 徹夜／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
大切な人の死からどこかなげやりに生きている僕は、「発光病」の少女まみずと
出会う。余命わずかな彼女に死ぬまでにしたいことがあると知り、止まっていた
僕の時間が再び動きはじめた…。

913.6 UB 麒麟児 冲方 丁／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
慶応４年。勝海舟は徳川家を守るべく、決死の策を練る。官軍を率いる西郷隆盛
との和議交渉にすべてを賭けて－。幕末の嵐の中で対峙したふたりの「麒麟児」
の覚悟と決断を描く歴史長編。『小説野性時代』連載を書籍化。

943.7 HE 知と愛 ヘッセ著，高橋 健二訳 新潮文庫

本来官能の子でありながら精神の人になろうとして修道院に入った美少年ゴルト
ムントは、若く美しい師ナルチスの存在によって自分は精神よりもむしろ芸術に
奉仕すべき人間であることを教えられ、知を断念して愛に生きるべく、愛欲と放
浪の生活にはいる。


