
著者名 請求番号 出版社

ﾍﾞﾗﾙｰｼを知るための50章 服部 倫卓 302 ｴﾘｱ  明石書店

ｳｸﾗｲﾅを知るための65章 服部 倫卓 302.3 ﾊｯ  明石書店

ﾆｯﾎﾟﾝを蝕む全体主義 適菜 収 311.8 ﾃｷ  祥伝社

ｳｸﾗｲﾅ侵略戦争 世界秩序の危機 『世界』編集部 319.3 ｲﾜ  岩波書店

人権と国家 理念の力と国際政治の現実 筒井 清輝 329.2 ﾂﾂ  岩波書店

投資評価の仕組みと実務がわかる本 その案件で進める?進めない? 梅澤 真由美 336.8 ｳﾒ  中央経済ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

すぐわかる中小企業の管理会計｢活用術｣ 林 健太郎  梅澤 真由美 336.8 ﾊﾔ  税務研究会出版局

今から始める･見直す管理会計の仕組みと実務がわかる本 梅澤 真由美 336.8 ｳﾒ  中央経済ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

会計知識ｾﾞﾛからのはじめての予算管理 梅澤 真由美 336.8 ｳﾒ  日本能率協会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ

｢ﾌｧｲﾅﾝｽ｣から考える!超入門 ｼﾝﾌﾟﾙで合理的な意思決定をするために 梅澤 真由美 336.8 ｳﾒ  かんき出版

｢経理｣の勉強法! 配属3年目から始める知識･ｽｷﾙの身につけ方 梅澤 真由美 336.9 ｳﾒ  中央経済ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

経理のためのｴｸｾﾙ基本作法と活用戦略がわかる本 梅澤 真由美 336.9 ｳﾒ  税務研究会出版局

心地いい人がしている､人づきあいに役立つ習慣術 寿 ﾏﾘｺ 361.4 ｺﾄ  ぱる出版

外国人労働相談最前線 今野 晴貴  366.8 ｺﾝ  岩波書店

性差(ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ)の日本史 新書版 国立歴史民俗博物館 367.2 ｺｸ  集英社

東大女子という生き方 秋山 千佳 367.2 ｱｷ  文藝春秋

福島 人なき｢復興｣の10年 ﾌｫﾄ･ﾙﾎﾟﾙﾀｰｼﾞｭ 豊田 直巳 369.3 ﾄﾖ  岩波書店

先生､どうか皆の前でほめないで下さい いい子症候群の若者たち 金間 大介 371.4 ｶﾅ  東洋経済新報社

現代ﾛｼｱの軍事戦略 小泉 悠 392.3 ｺｲ  筑摩書房

食虫植物 進化の迷宮をゆく 福島 健児 400 ｲﾜ 310 岩波書店

人類冬眠計画 生死のはざまに踏み込む 砂川 玄志郎 400 ｲﾜ 311 岩波書店

首都直下地震と南海ﾄﾗﾌ 鎌田 浩毅 453 ｶﾏ  ｲﾝﾌﾟﾚｽ

死の医学 駒ｹ嶺 朋子 491.3 ｺﾏ  集英社

ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞ･ｹｲﾊﾟﾋﾞﾘﾃｨ答えの出ない事態に耐える力 帚木 蓬生 493.7 ﾊﾊ  朝日新聞出版

ｹﾞﾉﾑに聞け 最先端のｳｲﾙｽとﾜｸﾁﾝの科学 中村 祐輔 493.8 ﾅｶ  文藝春秋

世界が驚く日本のすごい科学と技術 日本人なら知っておきたい 左巻 健男 502.1 ｻﾏ  笠間書院

朝日新聞記者の200字文章術 極小ｺﾗﾑ｢素粒子｣の技法 真田 正明 816 ｻﾅ  さくら舎

ﾄﾞｸﾀｰ･ﾎﾜｲﾄ 〔1〕 千里眼のｶﾙﾃ 樹林 伸 913.6 ｷﾊ 1 角川書店

ﾐﾄﾝとふびん 吉本 ばなな 913.6 ﾖｼ  新潮社

著者名 請求番号 出版社 卒業ﾀｲﾑﾘﾐｯﾄ 辻堂 ゆめ 913.6 ﾂｼﾞ  双葉社

やり過ごした殺人 長編推理小説 赤川 次郎 913.6 ｱｶ  光文社

顔認証の教科書 明日のﾋﾞｼﾞﾈｽを創る最先端AIの世界 今岡 仁 007.1 ｲﾏ  ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ社 嘘つきは殺人鬼の始まり SNS採用調査員の事件ﾌｧｲﾙ 佐藤 青南 913.6 ｻﾄ  宝島社

Jﾐｽﾃﾘｰ 2022SPRING 光文社文庫編集部 913.6 ｺｳ  光文社

ﾆｰﾁｪの哲学見るだけﾉｰﾄ 毎日5分で学ぶ史上最強の哲学 富増 章成 134.9 ﾄﾏ  宝島社 幸村を討て 今村 翔吾 913.6 ｲﾏ  中央公論新社

現代思想入門 千葉 雅也 135.5 ﾁﾊﾞ  講談社 ﾏｽｶﾚｰﾄﾞ･ｹﾞｰﾑ 東野 圭吾 913.6 ﾋｶﾞ  集英社

心の容量(ｷｬﾊﾟ)が増えるﾒﾝﾀﾙの取扱説明書 ｴﾏ･ﾍｯﾌﾟﾊﾞｰﾝ  146.8 ﾍｯ  ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ ｼｬﾙﾛｯﾄのｱﾙﾊﾞｲﾄ 近藤 史恵 913.6 ｺﾝ  光文社

10代のための疲れた心がﾗｸになる本 長沼 睦雄 146.8 ﾅｶﾞ  誠文堂新光社 ﾁｮｳｾﾝｱｻｶﾞｵの咲く夏 柚月 裕子 913.6 ﾕｽﾞ  角川書店

めぐり逢いｻﾝﾄﾞｲｯﾁ 谷 瑞恵 913.6 ﾀﾆ  角川書店

歴史を哲学する 七日間の集中講義 野家 啓一 201.1 ﾉｴ  岩波書店 これは経費で落ちません! 7 経理部の森若さん 青木 祐子 913.6 ｱｵ 7・8・9 集英社

古代中国の24時間 秦漢時代の衣食住から性愛まで 柿沼 陽平 222 ｶｷ  中央公論新社 僕と彼女の左手 辻堂 ゆめ 913.6 ﾂｼﾞ  中央公論新社

古代ﾎﾟﾝﾍﾟｲの日常生活 ｢落書き｣でよみがえるﾛｰﾏ人 本村 凌二 232.8 ﾓﾄ  祥伝社 ﾋﾞﾌﾞﾘｱ古書堂の事件手帖 〔2-1〕 扉子と不思議な客人たち 三上 延 913.6 ﾐｶ2-1 角川書店

図説ｿ連の歴史 増補改訂版 下斗米 伸夫 238 ｼﾓ  河出書房新社 うつくしが丘の不幸の家 町田 そのこ 913.6 ﾏﾁ  東京創元社

物語ｳｸﾗｲﾅの歴史 ﾖｰﾛｯﾊﾟ最後の大国 黒川 祐次 238.6 ｸﾛ  中央公論新社 家族だから愛したんじゃなくて､愛したのが家族だった 岸田 奈美 914.6 ｷｼ  小学館

音読したい偉人たちの最期のことば 齋藤 孝 281 ｻｲ  角川書店 すべての月､すべての年 ﾙｼｱ･ﾍﾞﾙﾘﾝ作品集 ﾙｼｱ･ﾍﾞﾙﾘﾝ 933.7 ﾍﾞﾙ  講談社

発達障害でIT社長の僕 齋藤 秀一 289.1 ｻｲ  幻冬舎

ｱﾝﾈ･ﾌﾗﾝｸの密告者 最新の調査技術が解明する78年目の真実 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ･ｻﾘｳﾞｧﾝ  289.3 ｻﾘ  ﾊｰﾊﾟｰｺﾘﾝｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
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学校生活が始まって2ヶ月がたちました。特に1年生

は慣れない登校や授業、さらには香陵祭や中間ﾃｽﾄなど、

めまぐるしく過ぎた2ヶ月だったのではないでしょうか。

どうしてもｽﾄﾚｽのたまるこの時期、図書館でほっと一息

入れてみてはいかがでしょう。

心の中を照らす窓

現代は外から多くのﾌﾟﾚｯｼｬｰがあります。それは大人

も子どもも同じです。そうした中でつい自分を見失いそ

うになったとき、心の窓を開けて、自分を見つめ直して

みませんか。図書館にはそのきっかけとなる本がたくさ

んあります。自分の心を深く見つめたとき、自分とは唯

一のかけがえのない存在であることに気がつくことで

しょう。

外に開いた窓

本は外に開いた窓でもあります。過去の歴史や現在の

社会情勢に触れるたび、自分が無力な小さな存在である

ことを実感します。しかし、そんな小さな存在である個

人が集まって社会や歴史を作るのです。自分は決して1

人ではなく、多くの人々が同じ思いを経験し共有してき

たことを知ったとき、見えてくる世界も変わります。

地図を広げよう

私たちは日本地図や世界地図を頭に思い浮かべること

ができます。例えば九州はどこにあるかはすぐにｲﾒｰｼﾞ

できます。例えば福岡まで出張を命じられて「嫌だな

あ」と思うのは、そこまでの距離と時間が容易にｲﾒｰｼﾞ

できるからです。

しかし、奈良時代の人たちは日本地図が頭にありませ

んから、「大宰府に行け」と命令されてもｲﾒｰｼﾞできま

せん。きっと地の果てに行くような絶望しかなかったこ

とでしょう。奈良時代の人にとっては大宰府も天竺も変

わりなかったはずです。

これは現在の私たちの心にもあてはまります。今の自

分に不安を感じているとしたら、それは、五里霧中の中

で自分がどこに向かっているのか、どこへ向かえば良い

のかがわからないからなのです。

つまりは自分を取り巻く世界を俯瞰できるかどうかで

す。今の自分がどういう存在でどこに立っているのか、

それを知るためには自分を取り巻く世界を俯瞰できる地

図を手に入れることが必要です。どうやって手に入れる

かは人それぞれですが、本がその一つであることはいう

までもありません。

本とのよい出会いを。
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