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寒かった冬も終わり、いよいよ春の到来です。春休みのお出かけのお供に、また昼下がりの

リラックスタイムに、お気に入りの本を読んでみてはいかがでしょうか。 

 
発表！！2017年度ランキング                    ＊敬称略 

☆生徒ベストリーダー☆                                    
第 1位  74冊 1-4 小林友那      第 2位 60冊 1-3 玉江陸久                              
第 3位  54冊 1-4 横道明日香     第 4位 47冊 2-4 大串菜月                              
第 5位  45冊 1-4 川上壮士                                    
☆教職員ベストリーダー☆                                   
第 1位 138冊 小出雄一郎       第 2位 104冊 川北裕美                               
第 3位 100冊 阿武加奈子       第 4位  68冊 田中潤子                                 
第 5位  60冊 小林恵美子                                     
☆ベストリーディング☆                                     
＜マンガ＞                                           
第 1位 118回 あさひなぐ こざき亜依著 小学館                   
第 2位  28回 ゴールデンカムイ 野田サトル著 集英社              
第 3位  24回 コウノドリ 鈴ノ木ユウ 講談社                    
＜ライトノベル＞                                            
第 1位  21回 ソードアート・オンライン 川原礫著 アスキー・メディアワークス        
第 2位  18回 キノの旅 時雨沢恵一著 メディアワークス              
第 3位  10回 空の境界 奈須きのこ著 講談社                  
＜一般書＞                                          
第 1位  14回 君の膵臓をたべたい  住野よる著  双葉社              
第 2位   8回 蜜蜂と遠雷  恩田陸著  幻冬舎                           
第 3位   7回 わたしを離さないで  カズオ・イシグロ著  早川書房  

２月の貸出統計 2/1~/28 

入館者数 438人  授業等利用時間数（集団読書利用を含む）  86時間 
貸出冊数 3,464冊 1年 21冊  2年 16冊  教職員 199冊       
授業用図書 3,278冊                         
☆２月の貸出ランキング☆                      
〔生徒〕第 1位 7冊 1-3 玉江陸久 第 2位 4冊 1-4 鹿島ちひろ 2-3 
立花未来 第 4位 3冊 1-5 池端愛花                                
〔教職員〕第１位 28冊 阿武加奈子 第 2位 13冊 大辻奈緒美 第３位 
12冊 川北裕美 第 4位 久保田宏紀 田中潤子（敬称略）                           
☆ベストリーデ ィング☆                        
第１位 マンガでやさしくわかる論理思考 第２位 はじめての哲学 第３位
間取りと妄想 第４位 まんがでわかる７つの習慣 第５位 マネーという名
の犬 おらおらでひとりいぐも 銀河鉄道の父 

『15歳から身につける経済リテラシー』                  
大和総研 顧問 岡野進著       
朝日学生新聞社 

                                                               
「経済」と聞くと、何となく難しくて敬遠しが
ちですが、図書館には「経済について易し
く書かれた本はないですか」という質問が、
学年に関わらず毎年必ず数件あります。
「経済」は、私たちにとって大切なことだか
ら、難しそうだけど理解しておきたい、と皆
思っているのかもしれませんね。これは、そ
んな高校生の素朴で切実な要望に的確
に応えてくれる本です。              
第 1章「経済はどう動く？」では、分業や
市場など経済の基本的な仕組みについ
て、第 2章「経済を見る目を養う」では、
GDP・マイナス金利・インフレとデフレなど
について、第 3章「世界経済」では、金
融危機・IMF の役割などについて、第 4
章「日本経済」では、少子高齢化や奨
学金などについて、それぞれ図やグラフを
用いて分かりやすく説明されています。最
後まで読もうという気になる 1冊です。           

                  

春休みの特別貸出 

貸出期間・貸出日：３/5（月）～/9
（金）、3/23（金）                 
貸出冊数：通常７冊→20冊      
返却期間：4/9（月）～4/13（金） 

春休みの開館 

開館日：3/27（火） 3/28（水） 
4/3（火） 4/5（木） 4/6（金）    
開館時間：8：45～12：00      
13：00～17：00             
＊返却はブックポストでできます。 



新着図書リスト ＊貸出中の時は予約をしてください。

書　名 著　者 出版者 請求記号 コメント

集合知とは何か　ネット時代の「知」のゆくえ 西垣/通‖著 中央公論新社 007.1-ﾆ 小論文対策

インターネットが壊した「こころ」と「言葉」 森田/幸孝‖著 幻冬舎ルネッサンス 007.3-ﾓ 小論文対策

インターネット術語集　2　サイバーリテラシーを身
につけるために

矢野/直明‖著 岩波書店 007.6-ﾔ-2小論文対策

人は皮膚から癒される 山口/創‖著 草思社 141.2-ﾔ スキンシップの効用とは

僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう　続 池田/理代子他‖著　平 　 　 　文藝春秋 159.7-ｲ-2寄贈・対談集

悩みどころと逃げどころ ちきりん‖著　梅原/大小学館 159-ﾁ 教職員リクエスト

人生の手引き書　壁を乗り越える思考法 渡部/昇一‖著 扶桑社 159-ﾜ 高橋先生オススメ

日本再興戦略 落合/陽一‖著 幻冬舎 304-ｵ ☆注目本

政治的思考 杉田/敦‖著 岩波書店 311-ｽ 小論文対策

個人と国家　今なぜ立憲主義か 樋口/陽一‖著 集英社 323.0-ﾋ 小論文対策

15歳から身につける経済リテラシー 岡野/進‖[著] 朝日学生新聞社330-ｵ 進路・お薦め

経済学に何ができるか　文明社会の制度的枠組み 猪木/武徳‖著 中央公論新社 331.0-ｲ 小論文対策

失敗学のすすめ 畑村洋太郎 [著] 講談社 336.1-ﾊ 小論文対策

金融業界の仕事図鑑　みんなが憧れるプロフェッ
ショナルの世界

加藤/孝治‖編著　小
林/博之‖編著　西村

中央経済社 338.5-ｶ 進路

メディア・リテラシー　世界の現場から 菅谷/明子‖著 岩波書店 361.4-ｽ 小論文対策

メディアと日本人　変わりゆく日常 橋元/良明‖著 岩波書店 361.4-ﾊ 小論文対策

うわさとは何か　ネットで変容する「最も古いメ
ディア」

松田/美佐‖著 中央公論新社 361.4-ﾏ 小論文対策

「分かち合い」の経済学 神野/直彦‖著 岩波書店 364-ｼ 小論文対策

次の震災について本当のことを話してみよう。 福和/伸夫‖著 時事通信出版局 369.3-ﾌ 教職員リクエスト

高1からの進路教室 渡邉/洋一‖著 幻冬舎メディアコンサ376.8-ﾜ 新版

科学的とはどういう意味か 森/博嗣‖著 幻冬舎 401-ﾓ 小論文対策

科学と人間の不協和音 池内/了‖[著] 角川書店 404-ｲ 小論文対策

ぼくの生物学講義　人間を知る手がかり 日高/敏隆‖著 昭和堂 460-ﾋ 青木先生推薦

バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎‖著光文社 486.4-ﾏ 進路

医療の選択 桐野/高明‖著 岩波書店 498.0-ｷ 小論文対策

ケア学　越境するケアへ 広井/良典‖著 医学書院 498.0-ﾋ 小論文対策

医療・介護問題を読み解く 池上/直己‖著 日本経済新聞出498.1-ｲ 小論文対策

キラリ看護 川島/みどり‖著 医学書院 498.1-ｶ 小論文対策

残念和食にもワケがある　写真で見るニッポンの食
卓の今

岩村/暢子‖著 中央公論新社 498.5-ｲ 和食なのにお箸を使わ
ない人急増？

旬の野菜の栄養事典　春夏秋冬おいしいクスリ 吉田/企世子‖監修 エクスナレッジ498.5-ﾖ 寄贈

一流パティシエのケーキと焼き菓子　本物に出合え
るお菓子の教科書

河田/勝彦‖著　永井/ 　 　 　 　 　 　世界文化社 596.6-ｶ 寄贈

世界の名酒事典　2018年版 講談社‖編 講談社 596.7-ｺ 寄贈

東京ディズニーリゾートキャストの仕事　働くっ
て、おもしろい!　キャストの職種をすべて紹介!

講談社 編 講談社 689.5-ｺ 進路

文豪ストレイドッグス　01～14 朝霧/カフカ‖原作　春角川書店 726.1-ｱ 劇場アニメ化

敏感性自滅ガール　吹奏楽部エッセイ 大塚/みちこ‖著 竹書房 726.1-ｵ 教職員リクエスト

透明なゆりかご　1～5　産婦人科医院看護師見習い日記 沖田/×華‖著 講談社 726.1-ｵ 教職員リクエスト

テルマエ・ロマエ　1～6 ヤマザキ/マリ‖著 エンターブレイン 726.1-ﾔ 映画原作マンガ

文豪ストレイドッグス公式国語便覧 佐柄/みずき‖著　文豪KADOKAWA 778.7-ｻ 学習に役立てよう。

もみじ君花修行　生花・自由花編　まんがで楽し
く、池坊いけばなを始めよう!

池坊/専永‖監修　岩
田/和久‖まんが　日

日本華道社 793-ｲ 寄贈

コトバの戦略的思考　ゲーム理論で読み解く「気に
なる日本語」

梶井/厚志‖著 ダイヤモンド社810.4-ｶ 気になるあの言葉の真
意とは？

木曜日にはココアを 青山/美智子‖著 宝島社 913.6-ｱ 心温まる12編の物語

口笛の上手な白雪姫 小川/洋子‖著 幻冬舎 913.6-ｵ 味わい深い短編集

これからの「正義」の話をしよう　いまを生き延び
るための哲学

マイケル・サンデ
ル‖著　鬼澤/忍‖訳

早川書房 B-311.1-ｻ小論文対策

未来の働き方を考えよう　人生は二回、生きられる ちきりん‖著 文藝春秋 B-366.0-ﾁ教職員リクエスト

100円のコーラを1000円で売る方法 永井/孝尚‖著 KADOKAWA B-675-ﾅ 経済小説

神様の御用人　1～7 浅葉/なつ‖[著] KADOKAWA B-913.6-ｱ生徒リクエスト

ママの狙撃銃 荻原/浩‖著 双葉社 B-913.6-ｵ教職員リクエスト

愛しの座敷わらし　上・下 荻原/浩‖著 朝日新聞出版 B-913.6-ｵ校長先生推薦

運命の人　1～4 山崎/豊子‖著 文藝春秋 B-913.6-ﾔ読み応えのある本

沈まぬ太陽　1～5 山崎/豊子‖著 新潮社 B-913.6-ﾔ読み応えのある本

寡黙なる巨人 多田/富雄‖著 集英社 B-916-ﾀ 医療系の実話

治安・法律・経済のしごと PHP研究所‖編 PHP研究所 K-366.2-ﾋ進路

スポーツを仕事にする! 生島/淳‖著 筑摩書房 K-780.9-ｲ進路
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