
 

ひばりの図書室      NO.１２９ ２０２1．１２  

 
 

開室カレンダー 
 

 
 
                                  

冬休みの長期貸出中 

 
                        

返却期限 ： 1月１２日 （水） 

                                          貸出冊数 ：  8冊 

 
 
                                 
 
 

 
 

 
                   

               図書室で購読中の雑誌のバックナンバーをプレゼントします。 
 

              １２／２３ 終業式  １１時半～ （予定）   ／ 図書室  
               ＊初日は一人3冊まで。 先着順になります。 
 

対象はダ･ヴィンチ（本の情報誌）、Ｎｕｍｂｅｒ（スポーツ雑誌）、Ｎｅｗｔｏｎ（科学系雑誌） 

National Geographic（総合写真誌） の201９年発行分まで。 
 

    新図書室に持って行かない古い本も一緒に放出します。小説、新書、画集など掘り出し物があるかも?!  
 

     
 
 

今話題のこんな本、知っていますか？ 
 
100万回死んだねこ～覚え違いタイトル集／福井県立図書館 

 図書館には毎日たくさんの利用者が本を探しに来ます。中にはフワッとした曖昧な情報しか持って 

いない人もいて、その。フワッとした情報から正解の本を導き出すのも司書の力の見せ所、醍醐味 

です。公立図書館で実際にあった中から厳選した「覚え違い」を紹介した1冊。 

 例えば・・「おい桐島、お前部活やめるのか？」 → 桐島、部活やめるってよ/朝井りょう 

      「背中を蹴飛ばしたい」 → 蹴りたい背中／綿矢りさ  などなど。  
 
図書室でもよくある覚え違い。「先生、蜂蜜と遠雷ありますか？」 惜しい！     ではなく      蜜蜂と遠雷/恩田陸 
 
 
 

引きこもりを家から出す方法／猫田佐文 

中学生の頃からずっと自室に引きこもり続けて、家族とのコミュニケーションさえもままならない 

主人公の「僕」 そんな中、一人のメイドとの出会い、「僕」は少しずつ心と外の世界への扉を 

開けていき･･･！?  

最初と最後の主人公の変化に目が離せません。引きこもりの人だけでなく、生きづらさを感じている人、 

もちろんそうでない人にも一度手に取って貰いたい一冊です。 
 

年越し読書の１冊を！ 

朝日新聞・天声人語 
でも紹介されました 

図書委員がこんな本、読んだ 

 

20 月 12:00 ～ 18:00

21 火 10:00 ～ 18:00

22 水 12:00 ～ 18:00

23 木 10:00 ～ 18:00

24 金 10:00 ～ 17:45

25 土 休室

26 日 休室

27 月 12:00 ～ 17:45

　　　　　28 ～ 1／5 休室

6 木 10:00 ～ 17:45

7 金 10:00 ～ 17:45

雑誌のバックナンバー、大放出！ 



・・・・・・・新着図書・・・・・・・ 
 

 

請求記号 書名 著者名 出版社

007.13 AIの時代を生きる 美馬のゆり 岩波書店

031 現代用語の基礎知識　2022 自由国民社

031.5 ギネス世界記録　2022 ｸﾞﾚｲｸﾞｸﾞﾚﾝﾃﾞｨ 角川アスキー総合研究所

164.1 神話でたどる日本の神々 平藤喜久子 筑摩書房

202.5 沈没船博士、海の底で歴史の謎を追う 山舩晃太郎 新潮社

210.025 はじめての考古学 松木武彦 筑摩書房

290.93 世界の祝祭 地球の歩き方編集室／編集 学研プラス

291.087 いちばん美しい季節に行きたい日本の絶景365日 TABIZINE パイインターナシﾖナル

304 文藝春秋オピニオン2022年の論点100 文藝春秋

312.1 時給はいつも最低賃金、これって私のせいですか？国会議員に聞いてみた。 議員に聞いてみた。 和田靜香小川淳也／取材協力 左右社

316.1 平等ってなんだろう 齋藤純一 平凡社

321 法は君のためにある 小貫篤 筑摩書房

331 行動経済学の使い方 大竹文雄 岩波書店

333.8 海外で国際協力をしたい人のための活動ハンドブック 岡本美代子／編著 遠見書房

376.33 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー　2 ブレイディみかこ 新潮社

379.7 無敵の独学術 ひろゆき 宝島社

379.7 自学自習の極意 齋藤孝 ポプラ社

443.9 宇宙への扉をあけよう ルーシー・ホーキング 岩崎書店

460.4 LIFESCIENCE長生きせざるをえない時代の生命科学講義 吉森保 日経BP

490.4 未来の医療で働くあなたへ 奥真也 河出書房新社

491.3 すばらしい人体 山本健人 ダイヤモンド社

548.3 いいかげんなロボット 鈴森康一 化学同人

588 SDGs時代の食べ方 井出留美 筑摩書房

596.21 おにぎりの本 おにぎり協会 辰巳出版

596.22 北京の台所、東京の台所 ウーウェン 筑摩書房

652.1 森の日本史 黒瀧秀久 岩波書店

652.135 「関さんの森」の奇跡 関啓子 新評論

707.9 目の見えない白鳥さんとアートを見にいく 川内有緒 集英社インターナショナル

727 世界ピクト図鑑 児山啓一 ビー・エヌ・エヌ

775.4 井上芳雄のミュージカル案内 井上芳雄 ＳＢクリエイティブ

778.77 アニメ業界で働く 吉田真奈 ぺりかん社

780.69 東京2020オリンピック　公式記録集 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

780.69 東京オリンピック２０２０輝きの記憶。 文藝春秋

 795 はじめての囲碁の教科書 吉原由香里／監修 永岡書店

798 クイズ思考の解体 伊沢拓司 朝日新聞出版

814 世にも美しい三字熟語 西角けい子 ダイヤモンド社



 

請求記号 書名 著者名 出版社

902.3 米澤屋書店 米澤穂信 文藝春秋

913.6 子供は怖い夢を見る 宇佐見まこと KADOKAWA

913.6 水やりはいつも深夜だけど 窪美澄 KADOKAWA

913.6 闇祓 辻村深月 KADOKAWA

913.6 高校事変１０．１１ 松岡圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6 変な家 雨穴 飛鳥新社

913.6 おはようおかえり 近藤史惠 PHP研究所

913.6 ペンギンのバタフライ 中山智幸 PHP研究所

913.6 文豪中学生日記 小手鞠るい あすなろ書房

913.6 かぐや姫、物語を書きかえろ！ 雀野日向子 河出書房新社

913.6 残照の頂　山女日記２ 湊かなえ 幻冬舎

913.6 チポロ 菅野雪虫 講談社

913.6 北緯43度のコールドケース 伏尾美紀 講談社

913.6 剛心 木内昇 集英社

913.6 たとえあなたが骨になっても 菱川さかく 集英社

913.6 らんたん 柚木麻子 小学館

913.6 笑うマトリョーシカ 早見和真 文藝春秋

913.6 マイブラザー 草野たき ポプラ社

913.6 君の名前の横顔 河野裕 ポプラ社

913.6 真夜中の底で君を待つ 汐見夏衛 幻冬舎

913.6 倒産続きの彼女 新川帆立 宝島社

913.6 とにもかくにもごはん 小野寺史宜 講談社

913.6 ７．５グラムの奇跡 砥上裕將 講談社

913.6 ゲーム部はじめました。 浜口倫太郎 講談社

913.6 凜として弓を引く 碧野圭 講談社

913.6 Ｎ 道尾秀介 集英社

913.6 明智小五郎事件簿　戦後編１ 江戸川乱歩 集英社

913.6 夜が明ける 西加奈子 新潮社

913.6 むかしむかしあるところに、やっぱり死体がありました 。 青柳碧人 双葉社

913.6 星を掬う 町田そのこ 中央公論新社

913.6 ペッパーズ・ゴースト 伊坂幸太郎 朝日新聞出版

913.6 朔が満ちる 窪美澄 朝日新聞出版

913.68 あなたとなら食べてもいい 千早茜　遠藤彩　ほか 新潮社

914.6 だんまり、つぶやき、語らいじぶんをひらくことば 鷲田清一 講談社

914.6 父のビスコ 平松洋子 小学館

914.6 遠慮深いうたた寝 小川洋子 中央公論新社

914.6 たましいの場所 早川義夫 筑摩書房

914.68 少女たちの戦争 中央公論新社 中央公論新社

915.6 アイスランド絶景と幸福の国へ 椎名誠 小学館


