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爽 風 図書館 

『スノーモンキー』岩合光昭/著

 日本の四季をたくましく生きるニホ

ンザルの写真集。サルの冬毛はふわふ

わしていてとてもあたたかそう。温泉

であたたまっている写真からは「極楽

極楽･･･」と声が聞こえてきそうです。

(748/イ)

 
 

 

 

                                  年末年始の図書館カレンダー 

日 月 火 水 木 金 土
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     1 2
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                                   色がついている日は閉館です。 
                                   (12/27 は通信制のみ利用可) 
       から     へバトンタッチ！             ○の日は 17 時で閉館します。 
                                    ※臨時変更あり 
 今年の干支ひつじと、来年の干支さるにちなんで 
タイトルに「羊」「猿」がある本をご紹介！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 期間：12 月 16 日(水)～12 月 24 日(木) 
 ☆期間中は貸出冊数がいつもの倍の 10 冊に！ 
 ☆貸出先着順にプレゼント差し上げます！ 
          (無くなり次第終了) 
 ☆ビブリオ POP バトル開催！ 
   参加者(POP)受付中！  
   詳しくはポスター又は図書館まで。 
 ☆ビブリオバトル開催！ 
  日時：12 月 16 日(水)16：30～ 
  場所：図書館 
   参加者募集中！当日観覧自由！ 

大分県立爽風館高等学校図書館 
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本の返し忘れはありませんか？
 図書館から借りたままの本が手元にありませんか？返却期限を過

ぎた本は速やかに返却して下さい。本を借りた記憶はないけど、もし

かしたら借りてるかも･･･そんな人は一度図書館へ。カウンターでチ

ェックできます。年越し前に確認してみましょう。 

ひつじ さる

『羊をめぐる冒険』村上春樹/著 

 「あなたのことが今でも好きよ」

という言葉を残して妻が出ていっ

た。北海道に渡ったらしい“鼠”の

手紙から羊をめぐる冒険がはじま

る。さあ村上ワールドへ羊を探しに

行こう。        (913/ム) 

『アンドロイドは電気羊の夢を見るか？』 

フィリップ・Ｋ・ディック/著

 人工の電気羊しか飼えず、本物の動物を手に入

れたいと願っているリックは多額の懸賞金のため

「アンドロイド狩り」を引き受けるが･･･。長く続

いた戦争のため、放射能灰に汚染され廃墟と化し

た地球が舞台。          (933/デ) 

『儚い羊たちの祝宴』 

米澤穂信/著

 お嬢様たちが集う読書サークル

「バベルの会」。その周辺で起こる

殺人事件･･･。ミステリー＋ホラー

で怖さ倍増。ドロドロ･･･ゾクゾ

ク･･･を欲している人へ！(913/ヨ)

『ベンツ 消えた伝説のサル』緑慎也/著 

 誰よりも強く気高く、猛々しい。巨大群を

統率した「最後のボス」の生涯とは･･･。大

分市高崎山の山中に生息した幻のニホンザ

ルの一生を追った異色のノンフィクション。 

 (094/ミ) 

図書館ではほぼ月ごとに 
テーマを決めて展示を行っています。 
6 月の｢数学っておもしろい｣や、7 月の｢英語の

多読｣、9 月｢観る撮る写真｣、12 月は｢クリスマス
とお正月｣など、書ききれないくらい様々なジャン
ルの本を紹介してきました。季節や行事をテーマ
にすることもありますが、なかなか手に取られに
くい本を展示することで「こんな本もあるんだ！」
と発見してもらう目的もあります。 

展示の変更はいつも突然です。これからもお見
逃しなく！ 



 

 

  
 
 
 
 
 

タイトル 著者 内容 背ラベル

現代用語の基礎知識 2016 佐藤 優ほか 118 のジャンルから現代社会の今を捉える 031/ｹﾞ/2016

中国古典「一日一話」 守屋 洋 中国古典 12 篇からそれぞれ 15 フレーズを解説 122/モ 

レンアイ、基本のキ 打越 さく良 好きになったらなんでも OK?デート DV は他人事じゃない！ 141/ウ 

女子の教養(たしなみ) 石川 真理子 気品ある女性になるための心得 50 159/イ 

屈折万歳！ 小島 慶子 自らの屈折体験をふまえた、悩める 10 代へのエール 159/コ 

おとなになるってどんなこと？ 吉本 ばなな 人生の根幹に関わる大切な八つのことについて 159/ヨ 

地図で読む幕末・維新 ｢歴史ミステリー｣俱楽部 黒船から開国・討幕への戦いのすべて 210/チ 

たまたまザイール、またコンゴ 田中 真知 ジャングルを流れる大河を船で下った道中記 294/タ 

地図で読む世界情勢 ジャン=クリストフ・ヴィクトル 世界情勢の今とこれからを解説 312/サ 

超訳 日本国憲法 池上 彰 憲法 103 条全文を超訳＆徹底解説 323/イ 

｢ポツダム宣言｣を読んだことがありますか？ 山田 侑平 英語からも文語体からも読めるように対訳を掲載 329/ポ 

若者が社会を動かすために 税所 篤快 人と人とのつながりは世界の果てまで動かせる！ 335/サ 

16 歳からの交渉力 田村 次朗 交渉と交渉力についてやさしく解説 361/タ 

18 歳選挙権の手引き 18 歳選挙権研究会 18 歳選挙権の解説、Q&A、海外の現状など 375/ジ 

招き猫百科 日本招猫倶楽部 豆知識から全国産地、歴史まで解説 387/ア 

中高生のための科学自由研究ガイド ターニャ・M・ヴィッカーズ 着想から実験・観察、発表のノウハウ 407/ヴ 

命は誰のものか 香川 知晶 生と死の選択を考えるための視点を提供 490/カ 

ちいさなどうぶつ刺しゅう ささき みえこ 基本の道具やステッチの刺し方など詳しく解説 594/サ 

主菜サラダ 市瀬 悦子 好みの食材で野菜たっぷりサラダ！ 596/イ 

ドーナツの歴史物語 ヘザー・デランシー・ハンウィック ドーナツのエピソード満載！レシピ付 596/オ 

世界の米料理 荻野 恭子 世界 20 ヵ国に受け継がれる家庭料理 596/オ 

ビーンズクックブック 清野 玲子 良質なたんぱく源・豆が主役の 57 レシピ 596/キ 

免疫力を高める野菜おかず 136 ベターホーム協会 メイン料理、汁物、ドリンクなどレシピいろいろ 596/メ 

トロピカルプランツの育て方 三輪 正幸 栽培プロセスつきで 34 種紹介！ 625/ミ 

その一言でお客様はリピーターになった。 小林 作都子 具体例に学ぶ話し方の技術 673/コ 

世界美術家大全 ロバート・カミング 650 人を超える作家の生涯と作品を解説 702/カ 

モノクロ絵の世界 市東 基ほか 幅広いモノクロ表現を総覧できる一冊 726/モ 

変えることが難しいことを変える。 岩渕 健輔 ラグビー界の未来へ向けた改革と哲学 783/イ 

不動の魂 五郎丸 歩 日本のフルバックがラグビー人生を語る 783/ゴ 

1時間でハングルが読めるようになる本 チョ・ヒチョル 韓国語学習の入門書 829/チ 

下町ロケット 2 ガウディ計画 池井戸 潤 ロケットから人体へ･･･佃製作所の新たな挑戦 913/イ 

新 着 図 書 一部をご紹介！ほかにもたくさん入っています

【お知らせ】 
前号で図書館に寄贈される本として紹介した 

「小さなインテリア果樹を楽しむ」は 
「免疫力を高める野菜おかず 136」へ変更になりました。 


