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今月は数学の
中川先生！

紹
介
者

大昔、田尾先生からおもしろい本がありますと紹介して頂いた本で、数学の証明をまじめに書いてい
ます。ただ、文字はほとんどありません。絵が描いてあるだけです。とても味わい深い内容なので、
一度目を通して見てください。多くは語りません。ふっふっふ。

例えば、抜粋

副題は
「眺めて愉しむ数学」
ⅠとⅡの２冊どちらも
所蔵しています。

新着本の紹介 シリーズもの 他
『池沢 夏樹個人編集
日本文学全集 』
河出書房新社
既刊全巻そろいました！

洋書全巻購入！
ｼﾘｰｽﾞのおまけに
『ナルニアトリビアブック』が
ついてる！ファン必見！

100分de名著 ｼﾘｰｽﾞ
ＮＨＫ出版
『小松左京スペシャル』
『歎異抄』
『アルベール・カミュ「ペスト」』
『マルクス・アウレリウス「自省録」』
『ウンベルト・エーコ「薔薇の名前」』
『シュピリ「アルプスの少女ハイジ」』

英語の読解用副読本です。ＣＤ付き！
・Ｔｈｅ Ｉｎｖｉｓｉｂｌｅ Ｍａｎ Ｈ．Ｇ．Ｗｅｌｌｓ
・Ｓｈａｋｅｓｐｅａｒｅ’ｓ Ｔｒａｇｅｄｉｅｓ
・Ｓｈａｋｅｓｐｅａｒｅ’ｓ Ｃｏｍｅｄｉｅｓ
・Ａ Ｔａｌｅ ｏｆ Ｔｗｏ Ｃｉｔｉｅｓ Ｄｉｃｋｅｎｓ
・Ｖａｎｉｔｙ Ｆａｉｒ Ｔｈａｃｋｅｒａｙ
・Ｐｒｉｄｅ ａｎｄ Ｐｒｅｊｕｄｉｃｅ Ａｕｓｔｅｎ
・Ｍｏｂｙ Ｄｉｃｋ Ｍｅｌｖｉｌｌｅ
・Ｔｈｅ Ｉｎｐｏｒｔａｎｃｅ ｏｆ Ｂｅｉｎｇ Ｅａｒｎｅｓｔ Ｏｓｃａｒ Ｗｉｌｄｅ
・Ｍｏｒｅ Ｔａｌｅｓ ｏｆ Ｍｙｓｔｅｒｙ ａｎｄ Ｉｍａｇｉｎａｔｉｏｎ
Ｅｄｇａｒ Ａｌｌａｎ Ｐｏｅ
・Ｔｈｅ Ｈｏｕｎｄ ｏｆ ｔｈｅ Ｂａｓｋｅｒｖｉｌｌｅｓ
Ｓｉｒ Ａｒｔｈｕｒ Ｃｏｎａｎ Ｄｏｙｌｅ
読んで聴いて、英語の力を伸ばそう。
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自分がきらいなあなたへ
安積 遊歩∥著身体障がい者の著者が､自己否定感を乗り越える軌跡。
世界の神話
沖田 瑞穂∥著 ｲﾝﾄﾞ､ﾒｿﾎﾟﾀﾐｱ､ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ｷﾞﾘｼｱ､北欧など。
沖縄戦を知る事典
吉浜 忍∥編
あなたとともに知る台湾：近現代の歴史と社会
胎中 千鶴∥著 観光情報でない、台湾についての本。
図説オランダの歴史
佐藤 弘幸∥著
フィィレンツェ
ﾘｯｶﾙﾄﾞ・ﾈｽﾃｨ∥本文 ﾌｪﾚﾝﾂｪの紹介。綺麗な本です。ﾋﾟｴﾄﾛくん寄贈♪
地理オリンピックへの招待
国際地理オリンピック日本委員会実行委員会∥編
ニッポンを解剖する！北海道図鑑
ＪＴＢパブリッシング
習近平の敗北
福島 香織∥〔著〕
アイルランドを知るための７０章
海老島 均∥編著
天井のない監獄ガザの声を聴け！
清田 明宏∥10年で3度の戦争を経験しているｶﾞｻﾞ。市井の人々の姿。
北朝鮮を知るための５５章
石坂 浩一∥編著
フィンランドを知るためのキーワードＡ ｔｏ Ｚ
日本フィンランドデザイン協会∥著
思いつきで世界は進む：「遠い地平、低い視点」で考えた５０のこと
橋本 治∥著 今年1月に亡くなった著者の最新時評集。
多文化共生と人権：諸外国の「移民」と日本の「外国人」
近藤 敦∥著
奴隷船の世界史
布留川 正博∥著
人権の世界地図
Ａｎｄｒｅｗ Ｆａｇａｎ色付けした地図とｸﾞﾗﾌ､150か国以上のﾌﾟﾛﾌｨｰﾙとﾃﾞｰﾀ
日本人の歴史認識と東京裁判
吉田 裕∥著
外国人労働者・移民・難民ってだれのこと？
内藤 正典∥著
ふるさとって呼んでもいいですか：６歳で「移民」になった私の物語
ナディ∥著 出稼ぎ労働目的の両親とともにｲﾗﾝから来日した生活。
２１００年の世界地図：アフラシアの時代
峯 陽一∥著 多彩なｶﾗｰ地図で示す。
未来の地図帳：人口減少日本で各地に起きること
河合 雅司∥地域差が際立ち､このまま47都道府県の維持が困難に？
地図とデータで見る移民の世界ハンドブック
カトリーヌ ヴィトール ド ヴァンダン∥著
税金は何のためにあるの
鶴田 広巳∥編著
日本文化ビジュアル解体新書
山本 素子∥著
生きのびるマンション
山岡 淳一郎∥著
ナディーヌ カッタン∥著
367 地図とデータで見る性の世界ハンドブック
宮口 幸治∥著 人口の10数%いるとされる｢境界知能｣の人々を焦点に。
368 ケーキの切れない非行少年たち
結城 康博∥著
369 介護職がいなくなる
セーブ ザ チルドレン ジャパン∥著
369 わたしは１２歳、爆撃される悪夢を見る夜。
小針 誠∥著
372 アクティブラーニング：学校教育の理想と現実
森田 盛行∥著
375 みんなで学ぼう学校教育と著作権
中沢 篤史∥著
375 「ハッピーな部活」のつくり方
中国モダニズム研究会∥著 市井の人々の生活と思考様式。
382 中華生活文化誌
岩井 宏実∥監修
383 絵引民具の事典
大宮 理∥著
430 苦手な化学を克服する魔法の本
岡田 義光∥著
453 日本の地震地図
中生代編 土屋 健∥著 人気だった「古生代」続編。
457 リアルサイズ古生物図鑑
川崎 悟司∥著
457 ならべてくらべる絶滅と進化の動物史
学研プラス
458 岩石・鉱物・化石
左木山 祝一∥著
475 コケの国のふしぎ図鑑
480 ぼくの村がゾウに襲われるわけ。：野生動物と共存するってどんなこと？岩井 雪乃∥著 村びとたちはｿﾞｳにより命の危険に脅かされている。
川口 幸男∥著
489 動物園は進化する
490 丸わかり！漢方薬１２０％使いこなし事典
根本 幸夫∥監修
洋書
Matthew Walker睡眠の研究者による睡眠に関する本。ｱﾙﾌｨの推薦書♪
491 Ｗｈｙ Ｗｅ Ｓｌｅｅｐ
野島 俊雄∥著
498 電波と生体安全性：基礎理論から実験評価・防護指針まで
2017-18年版 日本医療企画 この年度の内容：ＡＩが創造する次世代型医療
498 医療白書
尾鳥 勝也∥監修
499 薬のことがこの１冊でよくわかる！
山本 耕平∥著
518 トイレがつくるユニバーサルなまち
ジョン ズコウスキー∥著
520 世界の遺跡と名建築
西村 泰洋∥著
547 図解まるわかりサーバーのしくみ
鷲田 清一∥｢ここにあるものを手がかりにここにないものを思う｣ｱｰﾄ評｡
704 想像のレッスン
中村 俊介∥著
709 世界遺産：理想と現実のはざまで
柳田 理科雄∥著いつもの空想科学、ﾏｰﾍﾞﾙﾋｰﾛｰを分析！
726 マーベル空想科学読本
森本 俊司∥著
726 ディック・ブルーナ：ミッフィーと歩いた６０年
鈴木 敏夫∥著
778 天才の思考：高畑勲と宮崎駿
ルカ ドッティ∥著息子が語るﾍｯﾌﾟﾊﾞｰﾝの生涯｡ﾚｼﾋﾟ多数！写真満載。
778 オードリー ａｔ Ｈｏｍｅ：レシピ、写真、家族のものがたり
長友 佑都∥著
783 上昇思考
大堀 精一∥著 受験小論文の分析と解説で有名な方です。
816 小論文 書き方と考え方
川村 三喜男∥著
849 ニューエクスプレスプラス オランダ語
筒井 康隆∥著
901 短篇小説講義
彩瀬 まる∥著
913.6 くちなし
原田 マハ∥著
913.6 美しき愚かものたちのタブロー
伊坂 幸太郎∥著
913.6 クジラアタマの王様
今村 夏子∥著 芥川賞受賞作。
913.6 むらさきのスカートの女
22
時雨沢 恵一∥〔著〕
913.6 キノの旅
新海 誠∥〔著〕
映画ﾉﾍﾞﾗｲｽﾞ
913.6 小説天気の子
土橋 章宏∥著
913.6 引っ越し大名三千里
映画化
甲斐田 紫乃∥〔著〕
913.6 旺華国後宮の薬師
額賀 澪∥著
913.6 君はレフティ
市川 拓司∥著
913.6 永遠に解けないパズル
超平和バスターズ∥原作
映画ﾉﾍﾞﾗｲｽﾞ
913.6 小説空の青さを知る人よ
野崎 まど∥著
913.6 ＨＥＬＬＯ ＷＯＲＬＤ
映画化
東野 圭吾∥著
913.6 希望の糸
道尾 秀介∥著
913.6 いけない
1・2
日向 夏∥著
913.6 なぞとき遺跡発掘部
1・2
集英社 戦争文学のアンソロジー（中・短編集）です。
918.6 セレクション戦争と文学
チママンダ ンゴズィ アディーチェ∥著
933 なにかが首のまわりに
洋書
ＤＭＩＴＲＹ ＧＬＵＫＨＯＶＳＫＹ
983 ＭＥＴＲＯ２０３４
洋書
S. Alexievich日本語版『ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘの祈り』も所蔵。これもｱﾙﾌｨ推薦。
986 Ｃｈｅｒｎｏｂｙｌ Ｐｒａｙｅｒ
絵本 Ｉｆ Ｉ Ｗａｓ ａ Ｂａｎａｎａ
洋書
Ａｌｅｘａｎｄｒａ Ｔｙｌｅｅ神戸女学院大学絵本翻訳ｺﾝｸｰﾙ課題図書！

