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冬休み前に借りた本は、すべて 

１月 12日（火）返却です!! 

開館時間中は、カウンターへ 

１月～３月は職員会議や入試などで閉館になる日が多くなります。 

下記のカレンダーで色つきは一日閉館、斜線は放課後など一時閉館です。 

閉館時は、返却ポストに本を返却してください。 

なお、急きょ予定が変更になる場合は、図書館入口でお知らせします。 

河本文教福祉振興会さんからたくさんの本を 

寄贈していただきました！ 

図書館の開館日にご注意ください！ 

今年度の雑誌のふろくプレゼントは、応募総数 186枚、当選 63枚でした。 

人気のものは、20人の応募がありました。当選者の皆さん、おめでとう！ 

たくさんのご応募ありがとうございました！ 

今月の先生のおすすめ本 

著者は料理研究家。本… 

つづきは HPへ→ 

紹介した本は 
一部です。 
ほかの図書も 

新着本コーナーに
あります。 

知ることが大切な問題でありながら分か

りにくい主題を、Q&A 方式で楽しく学

ぶ。３ではフェミニズムを取り上げ、女性

の平等の歴史を見ながら、世の中に変

化をもたらした女性と男性を紹介する。 

変わりゆく海で、躍動する命-。巨大なウバザメ

に人懐っこいアザラシ、群れをなす小さな魚から

カラフルなウミウシまで、200 点をこえる鮮やかな

生態写真で見る、海の生き物たちの適応と生

存のための知恵。 



分　類 書　名 著者名 分　類 書　名 著者名

002.7-ﾐ 実践自分で調べる技術 宮内／泰介∥著 816.5-ｼ-5 時事から学ぶ小論文　第５号　文化編　

002-ｲ なんのために学ぶのか 池上／彰∥著 816-ｸ 文章を読む、書くのが楽しくなっちゃう本 ＱｕｉｚＫｎｏ

007.64-ｳ １０才からはじめるプログラミング図鑑　 キャロル・ヴォ 910.26-ﾅ 江戸川乱歩語辞典　 奈落／一騎∥著

007-ﾂ ＡＩ時代を生き抜くプログラミング的思考が身につくシリーズ　1～3 土屋／誠司∥著 913-ｲ ファーブル君の妖精図鑑 井上／雅彦∥著

092.9161-ｷ 近江の地名　その由来と変遷 京都地名研究会 913-ｵ ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい 大前／粟生∥著

097.0916-ｼ 街道でめぐる滋賀の歴史遺産 滋賀県教育委員 913-ｶ オルタネート 加藤／シゲアキ

097.73-ｲ 近江の能　中世を旅する 井上／由理子∥ 913-ｻ いつの空にも星が出ていた 佐藤／多佳子∥

141.51-ｽ 認知バイアス　心に潜むふしぎな働き 鈴木／宏昭∥著 913-ﾊ ウィズ・ユー 濱野／京子∥作

159.7-ｶ 「死にたい」「消えたい」と思ったことがあるあなたへ 河出書房新社∥ 913-ﾊ それをＡＩと呼ぶのは無理がある 支倉／凍砂∥著

159.7-ﾎ モヤモヤしている女の子のための読書案内 堀越／英美∥著 913-ﾖ 湖の女たち 吉田／修一∥著

159.8-ｻ マンガでわかる！１０代に伝えたい人生を前に進める名言集 定政／敬子∥文 C-726.1-ﾀ リエゾン　こどものこころ診療所　1～3 竹村優作　原作

159.8-ﾗ 大切なことに気づく３６５日名言の旅　 ＷＲＩＴＥＳ　 E-290-ﾏ 世界中からたっくさん！ マーク・マーテ

186.91-ｻ 西国四十九薬師霊場　ご朱印・巡礼ガイド 西国四十九薬師 E-933.7-ﾎ レッド　あかくてあおいクレヨンのはなし マイケル・ホー

209-ｻ 世界の歴史大年表　ビジュアル版 定延／由紀∥訳

291.08-ﾀ いちばん美しい季節に行きたい日本の絶景 ＴＡＢＩＺＩＮ

291.62-ﾅ 京・瞬・歓 中田／昭∥著

312.9-ﾏ 地政学でわかるわたしたちの世界　 ティム・マーシ 031.5-ｸ-2021 ギネス世界記録　２０２１ クレイグ・グレ

333.8-ｲ 世界がぐっと近くなるＳＤＧｓとボクらをつなぐ本 池上／彰∥監修 159-ｼ-2 多分そいつ、今ごろパフェとか食ってる Ｊａｍ∥マン

334.31-ｶ 未来を見る力　人口減少に負けない思考法 河合／雅司∥著 291.62-ｷ 京都ひろいよみ　5～6 京都新聞社∥編

361.4-ｺ 同調圧力　日本社会はなぜ息苦しいのか 鴻上／尚史∥著 316.1-ｺ 国際化の時代に生きるためのＱ＆Ａ　3～5　 ルイーズ・スピ

366.28-ﾌ 障害者とともに働く 藤井／克徳∥著 319-ｶ 今、世界はあぶないのか？　5～6 ハナネ・カイ∥

366.29-ｻ 大人は知らない今ない仕事図鑑１００ 澤井／智毅∥監 333.8-ｲ ＳＤＧｓのきほん　9～10 稲葉／茂勝∥著

366-ｳ パイロットの一日 ＷＩＬＬこども 913-ｱ-10 ナイツ＆マジック　１０ 天酒之瓢∥

367.9-ﾃ マンガレインボーＫｉｄｓ　知ってる？LGBTの友だち 手丸／かのこ∥ 913-ｱ-34 緋弾のアリア　34 赤松／中学∥著

369.3-ﾔ 被災地デイズ 矢守／克也∥編 913-ｱ-9 神様の御用人　9 浅葉／なつ∥著

400-ﾄ ジュニアサイエンス大図鑑　 ＤＫ社∥編　ス 913-ｲ-9 淡海乃海　水面が揺れる時　９　 イスラーフィー

451.8-ﾄ 地球を支配する水の力　 セアラ・ドライ 913-ｶ-25 ソードアート・オンライン　２５ 川原／礫∥著

451.91-ﾐ ４７都道府県知っておきたい気象・気象災害がわかる事典 三隅／良平∥著 913-ｺ-18-3 相棒　ｓｅａｓｏｎ１８下 輿水／泰弘∥ほ

453.21-ﾔ 地図で見る日本の地震 山川／徹∥文　 913-ﾀ-9 鯖猫長屋ふしぎ草紙　９ 田牧／大和∥著

454-ｻ 地形でとらえる環境と暮らし 西城／潔∥著　 913-ﾀ-10 ロード・エルメロイⅡ世の事件簿　10 TYPE-MOON∥

463-ﾀ 細胞とはなんだろう　 武村／政春∥著 913-ﾐ-4 夢をかなえるゾウ　４　 水野／敬也∥著

480.76-ﾀ 京都市動物園飼育係ものがたり　 高橋／鉄雄∥著 CE-361.5-ｲ－5 北欧女子オーサが見つけた日本の不思議　5 オーサ・イェークストロム

481.72-ﾛ すばらしい海洋生物の世界 カラム・ロバー C-726.1-ｺ－2 戦争は女の顔をしていない　2 小梅けいと

493.76-ｼ 発達障害サバイバルガイド　 借金玉∥著

493.8-ﾄ 教えて！感染症　1～2 土井／洋平∥監

514.9-ﾌ トンネルのたんけん 福手／勤∥監修

514-ﾌ 道路のたんけん 福手／勤∥監修

516-ﾌ 鉄道のたんけん 福手／勤∥監修

517.8-ﾌ 港のたんけん 福手／勤∥監修

517.9-ﾌ 空港のたんけん 福手／勤∥監修

517-ﾌ 川のたんけん 福手／勤∥監修

518.1-ﾌ 水道のたんけん 福手／勤∥監修

519-ｲ 図解でわかる１４歳からのプラスチックと環境問題 インフォビジュ

519-ｻ 「環境の科学」が一冊でまるごとわかる 齋藤／勝裕∥著

519-ｼ ひと目でわかる地球環境のしくみとはたらき トニー・ジュニ

521.82-ｼ イラスト京都御所 下間／正隆∥絵

596-ﾘ リュウジ式悪魔のレシピ リュウジ∥著

702.19-ｵ 京都で育まれてきた日本の伝統と文化 大野木／啓人∥

726.10-ﾔ 多様性を楽しむ生き方　 ヤマザキ／マリ

727-ﾌ まねるだけで伝わるデザイン　 深田／美千代∥

816.5-ｶ 医系小論文頻出テーマ２０　 神尾／雄一郎∥

816.5-ｼ-3 時事から学ぶ小論文　第３号　医療編　

『オルタネード』加藤シゲアキ

『いつの空にも星が出ていた』佐藤多佳子

『モヤモヤしている女の子のための読書案内』

堀越英美

『リエゾン　ーこどものこころ診療所ー』
竹村優作(原)

『多様性を楽しむ生き方』ヤマザキマリ

『ファーブル君の妖精図鑑』井上雅彦

『それをAIと呼ぶのは無理がある』支倉凍砂

高校生限定のマッチングアプリが必須となった現代。東京の

高校を舞台に、3人の若者の運命が、鮮やかに加速してい

き…。悩み、傷つきながら<私たち>が「世界との距離をつか

むまで」を描く。

高校の先生、家業の電気店を継いだ若者、少

年野球のピッチャー、洋食店のシェフ-。一見つな

がりのない人たちを結んでいる、強くてまっすぐな気

持ち! 熱くてかぎりなく純粋な、人生と応援の物語。

ファーブル君と呼ばれる青年と、元美大生・遠野

真亜梨。不思議な縁で出会ったふたりは、原因

不明の数々の事件を解き明かしていき…。連作

短編ミステリ。

完璧な相棒を端末にダウンロードできたら、友達なんていら

ない!? でも現実の恋や夢は万能AIにも計算不能で…。生

まれたときからAIに囲まれてきた「私」たちを描く青春小説。

他人に打ち明けづらいモヤモヤを抱えて

いるなら、周囲に知られることなく多様

な価値観に触れられる「読書」がおすす

め。「いい子」のふりをすることにうんざり

している女の子のために、44の悩み別

に心が軽くなる本を紹介。

日本で発達障害と診断されている人

はおよそ48万人。そして、子どもの10

人に１人は、何らかの障害を抱えてい

るとされる現代。人知れず学校や家

庭でトラブルを抱え、孤独や苦痛に

耐えながら生きる人たちがいる。児童

精神科医は、そんな親と子に向き合

い続ける。

今日より明日はいいことがきっとある! 先を見

通せない不安と戦う今、明るく前向きに生き

るヒントが詰まった「昭和」の光景を、様々な

角度から丁寧に綴った考察記録。ヤマザキ

マリ流・不安な時代の生き方指南。
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