
 
Library Times 大分豊府中学・高校図書館報 2020.12 

新着図書案内号 ★読書週間ビンゴ、参加ありがとうございました。 

抽選結果はクラス Box 発送を通して行います。お楽しみに。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「世界の郷土料理事典」 

世界各国・300 地域の郷

土料理を、日本でも手に入

る材料を使って紹介するレシ

ピ集。各国の食事情が学べ

るとともに、自宅に居ながら

旅行気分が味わえます。 

「ロボットインザガーデン」  

 “人間に代わってアンドロ

イドが仕事をする近未来、

中年男性ベンは、壊れか

けの旧型ロボット・タングと

出会う。劇団四季でミュー

ジカル化された話題作。 

「スター」 朝井リョウ 

 新人の登竜門となる映画祭

でグランプリを受賞した尚吾

と紘。ふたりは大学卒業後、 

名 監 督 へ の 弟 子 入 り と

YouTube での発信という真

反対の道を選ぶ。 

「スキマワラシ」恩田陸 

古道具店を営む兄と、古

い物に秘められた“記憶”

が見える弟。 

ある日ふたりは、古いビル

の解体現場で目撃された

少女の噂を耳にする。 

明日の自分が確実に変わる 10分読書 吉田裕子 集英社

10代から考える生き方選び (岩波ジュニア新書 920) 竹信 三恵子 岩波書店

なんのために学ぶのか　ソフトバンク新書 池上彰 ソフトバンククリエイティブ

〈弱いロボット〉の思考　わたし・身体・コミュニケーション 岡田美智男 講談社

大学４年間の哲学が10時間でざっと学べる 貫成人 KADOKAWA

「死」とは何か イェール大学で23年連続の人気講義 完全翻訳版 シェリー・ケーガン 文響社

繊細すぎてしんどいあなたへ――HSP相談室 (岩波ジュニア新書) 串崎真志 岩波書店

AI倫理　人工知能は「責任」をとれるのか 中央公論新社 西垣通

大学4年間の宗教学が10時間でざっと学べる 島薗 進 KADOKAWA

街場の平成論 内田樹 晶文社

アイヌ　もっと知りたい!くらしや歴史 北原モコットゥナシ 岩崎書店

銃・病原菌・鉄　上・下 ジャレド・ダイアモンド 草思社

天、共に在り 中村哲 ＮＨＫ出版

人新世の「資本論」 (集英社新書) 斎藤 幸平 集英社

私たちの国で起きていること 朝日新聞時評集 小熊英二 朝日新聞出版

Q&A 日本経済のニュースがわかる! 2021年版 日本経済新聞社

世界のミライ-統計から見えてくる 井田 仁康 学研プラス

集中講義 高校生の経営学 洞口 治夫　小池 祐二 文眞堂

大学4年間の経営学が10時間でざっと学べる 高橋伸夫 KADOKAWA

大学4年間の金融学が10時間でざっと学べる 植田 和男 KADOKAWA

大学4年間の統計学が10時間でざっと学べる 倉田 博史 KADOKAWA

大学4年間のデータサイエンスが10時間でざっと学べる 久野 遼平 KADOKAWA

大学4年間のマーケティングが10時間でざっと学べる 阿部 誠 KADOKAWA

持続可能な地域のつくり方――

未来を育む「人と経済の生態系」のデザイン
筧裕介 英知出版

図解で分かる田園回帰1％戦略　「小さな拠点」をつくる 藤山浩 農文協

図解で分かる田園回帰1％戦略　「地域人口ビジョン」をつくる 藤山浩 農文協

図解で分かる田園回帰1％戦略　「循環型経済」をつくる 藤山浩 農文協

官公庁の仕事 あかね書房

統計から読み解く47都道府県ランキング　消費・子供・スポーツ編 久保哲朗 日東書院

北欧の幸せな社会のつくり方　10代からの政治と選挙 あぶみあさき かもがわ出版

世界がぐっと近くなる SDGsとボクらをつなぐ本 池上彰 学研プラス

大学4年間の社会学が10時間でざっと学べる 出口 剛司 KADOKAWA

なるにはＢＯＯＫＳ　教育業界で働く 三井綾子 ぺりかん社

「小さないのち」を守る 朝日新聞取材班 朝日新聞出版

子どもを守る仕事 （ちくまプリマー新書） 佐藤優 筑摩書房

地域活性マーケティング 岩永 洋平 筑摩書房

ここにしかない大学 APU学⾧日記 出口治明 日経ＢＰ

10代のための資格・検定 大泉書店

学力格差を克服する (ちくま新書) 志水 宏吉 筑摩書房

教育格差の経済学: 何が子どもの将来を決めるのか 橘木 俊詔 ＮＨＫ出版

教育は何を評価してきたのか 本田由紀 岩波書店

なぜヒトは学ぶのか 教育を生物学的に考える 安藤 寿康 講談社

【重要】図書館 ⾧期休館 のお知らせ 

 

新図書館準備に向けて、 

臨時図書館 12/8（火）17:00 をもって休館させていただきます。 

⾧期休館につき、貸出冊数は無制限! 

冬期休暇に備えて、今のうちに本を借りておいてください。 

 

新図書館は、12 月末工事終了、1 月下旬オープンを 

予定しています。もうしばらくお待ちください。 

 



 

 ニュース　天気予報がよくわかる　気象キーワード事典 筆保弘徳 ベレ出版

おもしろサイエンス　火山の科学 西山有司 日刊工業新聞社

日本の絶滅危惧生物図鑑 岩槻邦男 丸善出版

トコトンやさしい化粧品の本　第２版 福井　寛 日刊工業新聞社

人体大図鑑 坂井 建雄 ニュートンプレス

よくわかるがんの話　1～3 林和彦 保育社

捨てられる食べものたち(食品ロス問題がわかる本) 井出留美 旬報社

大量廃棄社会～アパレルとコンビニの不都合な真実～ 仲村/和代 光文社

世界の郷土料理事典 青木ゆり子 青木書店

トコトンやさしい化粧品の本　第２版 福井　寛 日刊工業新聞社

色彩・配色・混色 ベティ・エドワーズ

よくわかる音楽理論の教科書 秋山公良 ヤマハミュージックメディア

よくわかる作曲の教科書 秋山公良 ヤマハミュージックメディア

よくわかる楽典の教科書 小谷野謙一 ヤマハミュージックメディア

よくわかる作詞の教科書 上田 起士 ヤマハミュージックメディア

話すチカラ 斉藤孝　安住紳一郎 ダイヤモンド社

高校生のための科学評論エッセンス　ちくま科学評論選 岩間輝生　ほか 筑摩書房

高校生のための現代思想エッセンス　ちくま評論選 二訂版 岩間輝生　ほか 筑摩書房

高校生のための近現代文学ベーシック　ちくま小説入門 紅野謙介・清水良典 筑摩書房

世界地図の下敷き 朝井リョウ 集英社

スター 朝井リョウ 朝日新聞出版

楽園の烏 阿部智里 文藝春秋

Another 2001 綾辻行人 KADOKAWA

浜村渚の計算ノート　8と1/2さつめ　　9さつめ 青柳碧人 講談社

アヒルと鴨のコインロッカー 伊坂幸太郎 東京創元社

誰も死なないミステリーを君に　1・2 井上悠宇 早川書房

ひめゆりの塔　新装版 石野径一郎 講談社

スキマワラシ 恩田陸 集英社

黒死館殺人事件 小栗虫太郎 河出書房新社

タルト・タタンの夢 近藤史恵 東京創元社

ヴァン・ショーをあなたに 近藤史恵 東京創元社

マカロンはマカロン 近藤史恵 東京創元社

妖怪アパートの幽雅な日常　ラスベガス外伝 香月日輪 講談社

十一番目の志士　上・下　新装版 司馬遼太郎 文藝春秋

行きたくない 住野よる　他 KADOKAWA

カレーライス 教室で出会った重松清 重松清 新潮社

ステップ 重松清 中央公論新社

君が夏を走らせる 瀬尾まいこ 新潮社

傑作はまだ 瀬尾まいこ エムオンエンターテイメント

夜明けのすべて 瀬尾まいこ 水鈴社

始まりの木 夏川草介 小学館

沖晴くんの涙を殺して 額賀澪 双葉社

ウズタマ 額賀澪 小学館

津軽通信 太宰治 新潮社

首里の馬 高山羽根子 新潮社

献灯使 多和田葉子 講談社

スロウハイツの神様　上・下 辻村深月 講談社

盲目的な恋と友情 辻村深月 新潮社

きのうの影踏み 辻村深月 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

谷崎潤一郎犯罪小説集 谷崎潤一郎 集英社

十字架のカルテ 知念実希人 小学館

破局 遠野遥 河出書房新社

少年と犬 馳星周 文藝春秋

火狩りの王　1～4 日向理恵子 ほるぷ出版

この本を盗むものは 深緑野分 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

夢をかなえるゾウ4 水野敬也 文響社

四畳半タイムマシンブルース 森見登美彦 KADOKAWA

14歳の水平線 椰月美智子 双葉社

封神演義　上・中・下 安能務/訳 講談社

メインテーマは殺人 アンソニー・ホロヴィッツ 東京創元社

蝿の王　新訳版 ウィリアム・ゴールディング早川書房

訴訟 カフカ 光文社

ペスト カミュ 新潮社

ヴェニスの商人　改版 シェイクスピア 新潮社

ジュリアス・シーザー　改版 シェイクスピア 新潮社

ハムレット　改版 シェイクスピア 新潮社

マクベス　改版 シェイクスピア 新潮社

リア王　改版 シェイクスピア 新潮社

リチャード三世　改版 シェイクスピア 新潮社

海底二万里　上・下 ジュール・ヴェルヌ 新潮社

ゴールデンボーイ スティーブン・キング 新潮社

ロボットインザガーデン デボラ・インストール 小学館

ロボットインザハウス デボラ・インストール 小学館

ロボットインザスクール デボラ・インストール 小学館

ロボットインザファミリー デボラ・インストール 小学館

羊たちの沈黙　上・下巻 トマス・ハリス 新潮社

貧しき人々 ドストエフスキー 光文社

火星年代記 レイ・ブラッドベリ 早川書房

ドラゴン桜2　10・11・12 三田紀房 講談社


