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今月の新着図書 一覧 
1,2年生の皆さんは読書感想文の題材に、 

3年生の皆さんは就職や進学の面接に向け読んでみま 

しょう！！ 

タイトル 著者 
ファミリーライフ  ＜介護する家族の、自伝的小説＞ ｱｷｰﾙ ｼｬﾙﾏ (著),   小野 正嗣 (訳) 

この問題解けますか ＜解けたら天才！脳の最奥部が目覚めていく＞ 吉田敬一 

守教 上、下  ＜吉川英治文学賞受賞 感涙の隠れキリシタン秘史＞ 帚木蓬生 

家族シアター  ＜直木賞作家 家族を描く心温まる話＞ 辻村深月 

AX〈最強の殺し屋は、恐妻家〉 伊坂幸太郎 

僕が殺した人僕を殺した人 〈台湾が舞台の青春小説〉 東山彰良 

ハリネズミの願い ＜臆病で気難しい そんなあなたにおすすめの本＞ ﾄｰﾝ ﾃﾚﾍﾝ(著),     長山 さき (訳) 

村に火をつけ,白痴になれ――伊藤野枝伝 ＜一人の女の物語＞ 栗原康 

R帝国＜独裁政権下に生きる 2 組の男女彼らの運命の先にあるものは＞ 中村文則 

バッタを倒しにアフリカへ＜ホントは、バッタに喰われにアフリカへ＞ 前野ウルド浩太朗 

青くて痛くて脆い ＜青春の煌めきと残酷さ＞ 住野よる 

残像に口紅を 〈ことばが消えてゆく世界〉 筒井康隆 

地図で楽しむすごい北海道 ＜北海道 150年 今アツイ北海道を地図で

読み解く＞ 

都道府県研究会 (著)  

1868 明治が始まった年への旅 ＜明治元年にタイムスリップ＞ 加来 耕三 

友達幻想  ＜友だちと上手につながりを築けるようになるための本＞ 菅野仁 

物語のおわり＜富良野、美瑛、旭川など北海道を舞台にした物語です＞ 湊かなえ 

余命１０年 ＜不治の病に倒れた女性の衝撃の結末。涙よりせつないラ

ブストーリ＞ 

小坂流加 

日航 123 便墜落の新事実 目撃証言から真相に迫る 青山透子 

さざなみの夜〈命のまばゆいきらめきを描いた感動と祝福の物語〉 木皿泉 

火の中の竜 ネットコンサルタント「さらまんどら」の炎上事件簿 

＜ネット大炎上に飛び込んでトラブルを解決する探偵たち！＞ 

汀 こるもの  

漱石の地図帳―歩く・見る・読む ＜漱石の人生からわかる。新たな文

学空間＞ 

中島国彦 

大草原のローラ物語―パイオニア・ガール 〈全米ベストセラー小説〉 ﾛｰﾗ・ｲﾝｶﾞﾙｽ・ﾜｲﾙﾀﾞｰ (著), 谷口由美子 (訳) 

本を守ろうとする猫の話 〈本を救うための冒険に巻き込まれた少年〉 夏川草介 

正義のセ １～４ ＜テレビ化小説＞ 阿川佐和子 

山の単語帳 ＜目で見る山の小事典＞ 田部井淳子 

科学のミカタ ＜知れば知るほど面白い科学＞ 元村有希子 

センス・オブ・ワンダー  ＜感動する心を大切に＞ ﾚｲﾁｪﾙ･Ｌ. ｶｰｿﾝ (著), 上遠 恵子 (訳)  

かがみの弧城〈7 人の居場所のない子どもが「かがみの孤城」で出会う〉 辻村深月 

陰謀の日本中世史 ＜関ヶ原は家康の陰謀？必読の歴史入門書＞ 呉座勇一 

蛇行する月 ＜直木賞作家最新作＞ 桜木柴乃 

羊をめぐる冒険（上）（下） 〈美しい耳をもつ女性との冒険〉 村上春樹 

AI VS 教科書が読めない子どもたち ＜人間がＡＩに勝つために必要な

ことは？＞ 

新井紀子 

頭に来てもアホとは戦うな 人間関係を思い通りにし最高のパフォーマ

ンスを実現する方法 ＜イライラが一瞬にして消えるすごい本＞ 

田村耕太郎 

聲の形 1～7 〈貸出不可〉 大今良時 

小説 映画 聲の形(上)（下） ＜今問題のいじめを題材とした物語＞ 川崎美羽 

がん消滅の罠 完全寛解の謎  ＜「このミステリーがすごい！」大賞受

賞作＞ 

岩木一麻 

対話集 原田正純の遺言〈水俣病と闘った医師の患者や関係者との対話〉 朝日新聞西部本社 

43 回の殺意 川崎中 1 男子生徒殺害事件の深層 〈事件はなぜ起きた〉 石井光太 

そのバケツでは水がくめない 〈女性同士の友情から破綻〉 飛鳥井千砂 

貧しい人を助ける理由 遠くのあの子とあなたのつながり 〈自国民第一

主義が広がる中、貧しい人を助ける理由とは〉 

デビット・ヒューム 
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地下鉄道 〈歴史的事実を再構成した、奴隷少女の逃亡譚〉 コルソン ホワイトヘッド  

将棋推理 迷宮の対局 〈将棋ファンにはこれ！ミステリー名人戦〉 山前譲 

新宿歌舞伎町俳句一家「屍派」 アウトロー俳句 ＜テレビ・メディア

で大反響＞ 

北大路翼 

宿屋再生にゃんこ ストーリーで学ぶ最強組織づくり 〈部下のやる気を

変えたい！そんなリーダー的存在の人へ贈るビジネス小説〉 

播磨早苗 

大人の語彙力が使える順できちんと身につく本  〈その一言であなたの

知性があふれ出す〉 

吉田裕子 

道の向こうの道 〈青春時代の本との関わり〉 森内俊雄 

ウルトラセブンの帰還 ＜新事実満載の決定的ドキュメンタリー〉 白石雅彦 

限界点 上、下 ＜殺しのプロＶＳ護衛のプロ二人の戦略家が演じる限

界の頭脳戦＞ 

著ジェフリー ディーヴァー   

訳土屋晃 

マジ文章書けないんだけど ~朝日新聞ベテラン校閲記者が教える一生

モノの文章術~ ＜文章を書く極意＞ 

前田安正 

YouTube 革命 メディアを変える挑戦者たち  〈youtube から発信され

る未来について語る〉 

ロバート キンセル (著),    マーニー 

ペイヴァン (著),    渡会 圭子 (翻

訳)  

おまじない 〈女の子を救うおじさんのまほうのことば〉 西加奈子 

言葉の海へ ＜わが国初の近代国語辞典誕生まで＞ 高本宏 

深夜特急 １～６ ＜1 年以上にわたるユーラシアの放浪が遠路二万キ

ロ彼方のロンドンへ！！＞ 

沢木 耕太郎  

盲目的な恋と友情 〈嫉妬に狂わされふたりの若い女達の物語〉 辻村 深月 

10 年後の仕事図鑑 〈ＡＩ、仮想通貨、新たな世界でなくなる仕事、生

まれる仕事とは？〉 

堀江貴文、落合陽一 

生きるぼくら  〈いじめから、ひきこもりとなった麻生人生が、人のぬ

くもりにふれてから大きく変わっていく〉 

原田 マハ 

僕は、そして僕たちはどう生きるか 〈戦争中の愛国少女であった私が、

何もかもわかちあえるそういう人とは〉 

梨木 香歩 

本日は、お日柄もよく  〈ふつうのＯＬが伝説のスピーチライターの弟

子に！？〉 

原田 マハ 

15 歳 サッカーで生きると誓った日 ＜サッカーしかなかった＞ 梅崎司 

半分生きて半分死んでいる 〈人工知能が台頭する平成に、人間の限界

が見えた時代の生き方を考える〉 

養老孟子 

 フェスティバル図書局企画のおみくじにて 

大凶を引いた強運の持ち主は！ 

 自動車科 3年Ｂ組 舘 英憲さん 
大凶を引いて・・・悲しい気持ちになりました 

景品を見て・・・ 

本が『羊と鋼の森』と知って嬉しく、 

自分にピッタリな本だと思いました。 

 

 

 

図書室では夏休みに向け、長期貸出を行っています。 

貸出冊数・・・三冊 

貸出期間・・・7月 24日（火）～8月 21（火） 

是非、借りに来てください！！ 
 


