
著者名 請求番号 出版社

岩田 温 210.7 ｲﾜ  彩図社

堀越 英美 280.4 ﾎﾘ  大和書房

野口 雅弘 289.3 ﾉｸﾞ  中央公論新社

伊高 浩昭 289.3 ｲﾀﾞ  中央公論新社

池上 彰 304 ｲｹ 11 角川書店

上谷 さくら  320 ｶﾐ  角川書店

大胡田 誠 320.4 ｵｵ  ﾜﾆﾌﾞｯｸｽ

日本国際連合協会 329.3 ﾆﾎ  三修社

三菱UFJﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 333.8 ﾐﾂ  東洋経済新報社

小川 さやか 334.4 ｵｶﾞ  春秋社

瀬地山 角 367.2 ｾﾁ  光文社

斎藤 環 367.7 ｻｲ  幻冬舎

前川 修一 375.3 ﾏｴ  清水書院

川内 有緒 385.6 ｶﾜ  講談社

全 卓樹 404 ｾﾞﾝ  朝日出版社

信定 邦洋 404 ﾉﾌﾞ  角川書店

ﾐｶｴﾙ･ﾛﾈｰ  410.2 ﾛﾈ  NHK出版

縣 秀彦 440.4 ｱｶﾞ  PHP研究所

左巻 健男 編 450.4 ｻﾏ  PHP研究所

大島 健夫 468 ｵｵ  ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾝﾂ

小倉 明彦 491.3 ｵｸﾞ  晶文社

串崎 真志 498.3 ｸｼ  岩波書店

三浦 正幸 521.8 ﾐｳ  山川出版社

長谷川 集平 726 ﾊｾ  復刊ﾄﾞｯﾄｺﾑ

加茂 瑞穂 727 ｶﾓ  青幻舎

ingectar‐e 757.3 ｲﾝ  ｲﾝﾌﾟﾚｽ

又吉 直樹 779.1 ﾏﾀ  角川書店

つり人社 編 787.1 ﾂﾘ  つり人社

はやみね かおる 816 ﾊﾔ  飛鳥新社

藤野 恵美 913.6 ﾌｼﾞ  東京創元社

彩瀬 まる 913.6 ｱﾔ  幻冬舎

伊吹 有喜 913.6 ｲﾌﾞ  文藝春秋

著者名 請求番号 出版社 朝倉 宏景 913.6 ｱｻ  講談社

堂場 瞬一 913.6 ﾄﾞ  実業之日本社

小塚 荘一郎 007.3 ｺｽﾞ  岩波書店 伊吹 亜門 913.6 ｲﾌﾞ  東京創元社

秋田 稲美 007.3 ｱｷ  WAVE出版 野崎 まど 913.6 ﾉｻﾞ  講談社

野口 悠紀雄 019.9 ﾉｸﾞ  幻冬舎 上野 誠 916 ｳｴ  講談社

猪谷 千香 070 ｲｶﾞ  筑摩書房 ｻﾗ･ｸﾛｯｻﾝ  933.7 ｸﾛ  ﾊｰﾊﾟｰｺﾘﾝｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ

ﾉｳﾞｧ･ｼﾞｪｲｺﾌﾞｽ  933.7 ｼﾞｪ  早川書房

木村 和美 159 ｷﾑ  講談社 ﾀﾞｲ ｼｰｼﾞｴ 953.7 ﾀﾞ  早川書房

新着本の紹介　７月　

ﾊﾞﾙｻﾞｯｸと小さな中国のお針子

ｺﾛﾅ危機を生き抜くための心のﾜｸﾁﾝ 全盲弁護士の智恵と言葉

２００　歴史・地理

３００　社会科学

４００　自然科学

世界で活躍する仕事100 10代からの国際協力ｷｬﾘｱﾅﾋﾞ

５００　技　術

新わかりやすい国連の活動と世界 国連英検指定ﾃｷｽﾄ

おとめ六法

ぼくと数学の旅に出よう 真理を追い求めた1万年の物語

中高年ひきこもり

怖くて眠れなくなる天文学

3色だけでｾﾝｽのいい色 見てわかる､迷わず決まる配色ｱｲﾃﾞｱ

東京百景

怖くて眠れなくなる地学

ﾁｮﾝｷﾝﾏﾝｼｮﾝのﾎﾞｽは知っている ｱﾝｸﾞﾗ経済の人類学

知らないと恥をかく世界の大問題 11 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾘｽﾞﾑのその先

新着本の紹介　７月

０００　総　記

外来生物のきもち 外来種って何でしょう

つむじまがりの神経科学講義

７００　芸　術

古写真で見る幕末の城

はせがわくんきらいや

めんどくさがりなきみのための文章教室

ﾊﾙさん

骨を彩る

９００　文　学

あめつちのうた

書　　　名

書　　　名

人種差別から読み解く大東亜戦争

ｽｺﾞ母列伝 いい母は天国に行ける ﾜﾙい母はどこへでも行ける

ﾏｯｸｽ･ｳｪｰﾊﾞｰ 近代と格闘した思想家

ﾁｪ･ｹﾞﾊﾞﾗ 旅､ｷｭｰﾊﾞ革命､ﾎﾞﾘﾋﾞｱ

炎上CMでよみとくｼﾞｪﾝﾀﾞｰ論

歴史教育｢再｣入門 歴史総合･日本史探究･世界史探究への“挑戦"

晴れたら空に骨まいて

銀河の片隅で科学夜話 

声に出して読みたい理系用語 数学 物理 化学 生物 地学 医学

繊細すぎてしんどいあなたへ HSP相談室

さかな･釣り検索 ｢特徴仕掛けさばき方｣が分かる672頁超図鑑

８００　言　語

ﾆｯﾎﾟﾝの型紙図鑑

英語で学ぶｶｰﾈｷﾞｰ｢人の動かし方｣

雲を紡ぐ

ｻﾞ･ｳｫｰﾙ

刀と傘 明治京洛推理帖

ﾀｲﾀﾝ

万葉学者､墓をしまい母を送る

わたしの全てのわたしたち

博士を殺した数式１００　哲学・心理学

AIの時代と法

Zoomはじめました

だから古典は面白い

その情報はどこから? ﾈｯﾄ時代の情報選別力

楽しいＰＯＰありがとうございます。

7月に作成した朝読の本を紹介するＰＯＰ。クラスで選考さ

れた優秀作は図書館に掲示してあります。ぜひ見に来てくださ

い。どのクラスも予想以上のクオリティーでした。クラスで選

ばれなかった作品にもすばらしいものが多く、すべてを掲示し

たいところでしたが、都合上できませんでした。司書室で保管

してありますので希望する方はどうぞ声を掛けてください。

アンケートの結果を受けて

あわせて朝読書アンケートをとりました。要望なども応じら

れるものについては改善していきたいと思っています。

新刊本や映像化された本を入れてほしいとの要望がありまし

た。現在も映像化作品のコーナーはありますが、内容を見直し

て、新しい作品に入れ替えていきたいと思います。また新刊本

についてもこれまで以上に目を配っていきたいと思います。た

だし、予算や本棚のスペースの限度もあり、希望のすべてに応

じることは出来ません。特に複数巻にわたるシリーズものなど

は対応できないこともあります。ご了承ください。この「図書

館通信」で新規購入本を毎号お知らせしていますので、ぜひ

チェックしてください。

「読みたい本がない」という意見に対して

図書館では、生徒の「読みたい本」に応じるとともに、「読

んでもらいたい本、読むべき本」という視点でも選書していま

す。普段目にすることのない町の書店には並んでいない本や、

ちょっと骨のある本、自分では買わないような本も配架します。

自分の好きな本を耽読し、その世界にどっぷりとつかることは

とても楽しく充実した大切な時間です。決して否定はしません。

しかし、学校は新しい世界へと目を開く場でもあります。沼東

生にはぜひ背伸びして本を選んでもらいたいと思っています。

読んだことのない本にもぜひ手を伸ばしてください。

ブックレットの棚を作りました。

図書館入ってすぐの右側、自習室入り口の近くにブックレッ

トの棚を作りました。ブックレットとは「ブック」と「パンフ

レット」の造語で、「小冊子」と訳すことも出来ます。１冊1

テーマ。70ページほどですので、手軽に読むことが出来ます。

内容も様々な領域の第一人者が、問題の本質をコンパクトにわ

かりやすくまとめたものとなっており、新書の簡易版といった

ところでしょうか。

これからの社会では、知識量ではなく、問題意識の高さや考

察力が求められていきます。文系理系関係なく、一つのテーマ

について深く探究する姿勢を身につけているかどうかです。そ

のため入試では小論文や面接が重視され、その対策として考察

すべきテーマの基礎知識を得るために新書を読むことが奨励さ

れています。しかし、読書に慣れていない人には、新書を読む

ことすら抵抗がある人もいることでしょう。そこでまずはブッ

クレットから始めてはいかがでしょうか。また論理的な読解力

を測るために「共通テスト」の国語ではグラフや図表の含まれ

る文章が出題されると言われています。（これを「複数テクス

ト」といいます。）ブックレットにある文章は、グラフや図表

付きの文章（いわゆる複数テクスト）が載っていることも多い

です。

入試に関係するかどうかなどというつまらないことをいって

しまいましたが、新たな知見に触れることはそれ自体が楽しい

ことです。肩肘張らず、まずは気になったテーマのものから手

に取ってみましょう。
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第163回芥川賞

『首里の馬』新潮社

高山 羽根子/著

『破局』河出書房新社

遠山 遥/著

第163回直木賞

『少年と犬』文藝春秋

★三作品とも配架済みです。


