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 新しい年を迎え、図書館の蔵書もますます充実しています。素晴らしい本

との出会いは、あなたをきっと成長させてくれるでしょう。第 16８回芥川

賞・直木賞、本屋大賞ノミネート作の発表もありました。ぜひ、話題作を読

んでみてください。 

人生百年の教養 読書会開催！ 

３月７日（火）１６：００～１６：５０ 図書館にて 

3 月 15 日（水）の午前に名古屋外国語大学学長の亀山郁夫先生による講

演会が行われます。講演会に先立ち、亀山先生の著書「人生百年の教養」の

読書会を開催します！参加者それぞれが感想を伝えあい、参加者みんなで本

の内容を共有する会にしたいと思っています。 

講演会当日、参加してくれた人には、この読書会で話し合ったテーマにつ

いて亀山先生にプレゼンをしてもらいます。詳細が聞きたい人や参加希望者

は司書室に申込みにきてください。（2月 14日まで先着順） 

 

図書館司書体験会開催しました！ 

12 月 22 日（木）に図書館司書体験会開催しました。新しい本にラベルを貼り、

印鑑を押してカバーをかける一連の製本作業を図書館司書の中垣さんに教えていた

だきました。司書の仕事についても直接聞けてとってもアットホームな会になりま

した♪参加してくれた生徒の皆さんからは、本についているバーコードの数字の意

味を教えて頂くこともできて、楽しかったという感想をいただきました♪ 

 

 

小さな読書会開催！ 

２月１日（水）１６：００～１６：５０ 図書館にて 

参加者がお気に入りの本を持ち寄って紹介し合う読書会を開催します！ 

ビブリオバトルはハードルが高いけど、自分の好きな本について話したり、友

達のおすすめ本を聞いてみたいという人はぜひ参加してください♪ 

 読んでみたいと思う本が増えるかもしれません！小守先生のおすすめ本のお

話もきけちゃうかも。 

参加希望者は、1月 31日（火）１２時までに司書室に 
申し込みに来てください。（先着順） 

第 168回 芥川賞・直木賞が発表されました！ 

芥川賞『この世の喜びよ』井戸川 射子（著）『荒地の家族』佐藤 厚志（著） 

直木賞    『地図と拳』小川 哲（著）『しろがねの葉』千早 茜（著） 

 

  本屋大賞ノミネート作品！ 

川のほとりに立つ者は 寺地 はるな 双葉社 

君のクイズ 小川 哲 朝日新聞出版 

宙ごはん 町田 そのこ 小学館 

月の立つ林で 青山 美智子 ポプラ社 

汝、星のごとく 凪良 ゆう 講談社 

方舟 夕木 春央 講談社 

#真相をお話しします 結城 真一郎 新潮社 

爆弾 呉  勝浩 講談社 

光のとこにいてね 一穂 ミチ 文藝春秋 

ラブカは静かに弓を持つ 安壇 美緒 集英社 

  

図書館だより 

本の返却を忘れずに！！ 
 返却期限（３冊２週間まで）は守りましょう。特に３年生は、２/１５（水）
の終講までにすべて返却してください。 
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★新着図書紹介★   （2022年 12月に入った本をご紹介） 

  

 
 

こちらから図書館の本の検索ができます 

是非利用してみてくださいね♪ 

登録番号 タイトル (巻・版) 著者 出版者

5905 楽しい!美しい!情報を図で伝えるデザイン パイインターナショナル　編著 パイインターナショナル

5906 ミクロログス〈音楽小論〉 グイド・ダレッツォ　著 春秋社

5907 チェンバロ大事典 日本チェンバロ協会　編 春秋社

86171 年収443万円 小林美希　著 講談社

86172 ドイツ誕生 菊池良生　著 講談社

86173 真珠湾攻撃隊 大島隆之　著 講談社

86174 エーリッヒ・フロム 岸見一郎　著 講談社

86175 成熟スイッチ 林真理子　著 講談社

86176 縛られる日本人 メアリー・C・ブリントン　著 中央公論新社

86177 ミレニアム　2 [上] (火と戯れる女 上) スティーグ・ラーソン　著 早川書房

86178 ミレニアム　2 [下] (火と戯れる女 下) スティーグ・ラーソン　著 早川書房

86179 国家と移民 鳥井一平　著 集英社

86180 フェイクニュースがあふれる世界に生きる君たちへ　増補新版 森達也　著 ミツイパブリッシング

86181 月曜日の抹茶カフェ 青山美智子　著 宝島社

86182 太陽が死んだ日 閻連科　著 河出書房新社

86183 陰謀論 秦正樹　著 中央公論新社

86184 オメガ城の惨劇 森博嗣　著 講談社

86185 なんとかしなくちゃ。　青雲編 恩田陸　著 文藝春秋

86186 天国までの49日間 櫻井千姫　著 スターツ出版

86187 〈クリティカル・ワード〉文学理論 郷原佳以　著 フィルムアート社

86188 栞と噓の季節 米澤穂信　著 集英社

86189 老人ホテル 原田ひ香　著 光文社

86190 「羅生門」55の論点 三宅義藏　著 大修館書店

86191 哲学しててもいいですか? 三谷尚澄　著 ナカニシヤ出版

86192 アンチヘイト・ダイアローグ 中島京子　述 人文書院

86193 私の半分はどこから来たのか 大野和基　著 朝日新聞出版

86194 コロナと女性の貧困2020-2022 樋田敦子　著 大和書房

86195 要点で学ぶ、デザインリサーチの手法125　増補改訂版 ベラ・マーティン　著 ビー・エヌ・エヌ

86196 要点で学ぶ、色と形の法則150 名取和幸　著 ビー・エヌ・エヌ新社

登録番号 タイトル (巻・版) 著者 出版者

86197 要点で学ぶ、ロゴの法則150 生田信一　著 ビー・エヌ・エヌ

86198 永遠年軽 温又柔　著 講談社

86199 すばらしい人体 山本健人　著 ダイヤモンド社

86200 JK〈準備と確認〉で人生が変わる 田尻賢誉　著 ベースボール・マガジン社

86201 サッカー「いい選手」の考え方 鬼木祐輔　著 池田書店

86202 学校コミュニティへの緊急支援の手引き　第3版 窪田由紀　編著 金剛出版

86203 発達障害の人が見ている世界 岩瀬利郎　著 アスコム

86204 疲れをとりたきゃ腎臓をもみなさい 寺林陽介　著 アスコム

86205 悲しいけど、青空の日 シュリン・ホーマイヤー　 サウザンブックス社

86206 最新図解よくわかる発達心理学 林洋一　監修 ナツメ社

86207 得意なこと苦手なことが極端なきみへ 高山恵子　著 合同出版

86208 うちの猫がまた変なことしてる。　3 卵山玉子　著 KADOKAWA

86209 うちの猫がまた変なことしてる。　4 卵山玉子　著 KADOKAWA

86210 マンガでわかるココロの不調回復食べてうつぬけ　最新版 奥平智之　著 主婦の友社

86211 まんがでわかる!食べても食べても太らない法 菊池真由子　著 三笠書房

86212 われら闇より天を見る クリス・ウィタカー　著 早川書房

86213 魔女 モナ・ショレ　著 国書刊行会

86214 アフター・アベノミクス 軽部謙介 岩波書店

86215 ルポ　アメリカの核戦略 渡辺丘 岩波書店

86216 現代カタストロフ論 金子勝 岩波書店

86217 マルクス・アウレリウス 南川高志 岩波書店

86218 言語ゲームの練習問題 橋爪大三郎　著 講談社

86219 ミシェル・フーコー 箱田徹　著 講談社

86220 量子力学の多世界解釈 和田純夫　著 講談社

86221 人体最強の臓器皮膚のふしぎ 椛島健治　著 講談社

86222 ボクのせいかも… プルスアルハ　著 ゆまに書房

86223 発達凸凹なボクの世界 プルスアルハ　著 ゆまに書房

86224 わたしのココロはわたしのもの プルスアルハ　著 ゆまに書房

86225 「ヤングケアラー」とは誰か 村上靖彦　著 朝日新聞出版

86226 グレイス・イヤー キム・リゲット　著 早川書房

86227 ネアンデルタール人は私たちと交配した スヴァンテ・ペーボ　著 文藝春秋

86228 人類の進化　大百科　おどろきの７００万年 更科功 偕成社


