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 書  名 作 者 名 出版社 内 容 紹 介 

1 ひとり空間の都市論   南後由和 ちくま新書 同調圧力が高い日本社会でも都市ではひとりこそが正常だった。つながりやコミュニティへ世論が

傾く今、ひとり空間の可能性を問う。 

2 架空の犬と嘘をつく猫                   寺地はるな 中央公論社 「あんたは社会にとって、何の役にも立っていない子」そう言われて育った羽猫家長男の山吹。だけ

ど彼が大人になり、みんなの“嘘”が解かれたとき、本当の家族の姿が見えてくる。今大注目の作家

寺地はるなが描く、ちょっと変わった家族小説。これは、それぞれが破たんした嘘をつき続けた家族

の素敵な物語。 

3 脳の意識 機械の意識   渡辺正峰 中央新書 科学のフロンティアである「意識」。そこでは、いかなる議論がなされているのか。本書は、意識の

問題に取り組む研究者による最前線からのレポートだ。豊富な実験成果などを通して、人間の意識の

かたちが見えてくるはずだ。 

4 スター・ウォーズによると世界は              キャス・R サン

スティーン 

早川書房 ハーバード大学ロースクールの名物教授が「スター・ウォーズ」から世界を読み解く！現代の神話

「スター・ウォーズ」を通じて、法学と行動経済学の泰斗があらゆる面から現代の世界を浮き彫りに

する画期的「スター・ウォーズ」論。 

5 猫はこうして地球を征服した               アビゲイル・タッ

カー 

インターシフト なぜ猫を愛するのか、ネコには人間を舵取りする力があり、畏敬の念を抱いて接する人間がいる。 

6 カーデザインは未来を描く   根津孝太 PLANETS 自動車やオートバイを中心にたくさんの工業製品をデザインしている著者のカーデザイン論。 

7 
料理は女の義務ですか   

阿古真理 新潮新書 「スープの底力」「楽しい保存食」「料理がつなぐ絆」など、現代の台所事情をレポートする料理論。 

 

8 
忘れられた巨人   

イシグロ・カズオ 早川書房 「わたしを離さないで」以来 10 年ぶりの長編。霧におおわれた世界を老夫婦は旅する。息子との再

会を信じて・・・・ 

9 
カズオ・イシグロ境界のない世界（新

版）       

平井杏子 水声社 デビュー作「遠い山なみの光」、代表作「日の名残り」、「わたしを離さないで」、そして「夜想曲」な

どをとりあげ、日本生まれのグローバルな作家の全貌にせまる本邦初のイシグロ論。 

 

10 
愛の物語 金澤翔子書   

泰子文 新日本出版社 ダウン症の書家・金沢翔子、いのちのすばらしさを届ける感動の書！作品 24 点に加え、メディアで

の話題となった国連のスピーチ原稿とインタビューを掲載！ 

11 

君たちはどう生きるか          

吉野源三郎 マガジンハウス 貧困、いじめ、勇気、学問・・・。今も昔も変わらないテーマに、人間としてどう向き合うべきか。

時代を超えた名著、新装版で再び。 

 

12 日本の仏像   薬師寺君子 西東社 国宝・重要文化財多数。250 点超！迫力の仏像写真。 

13 
わたしの沖縄戦 １「集団自決」なぜ         

行田稔彦 新日本出版社 沖縄戦の事実を証言から伝える一巻目。序章ともいえる慶良間諸島への米軍の侵攻時に起きた「集団

自決」、学童疎開船が沈められた対馬丸事件に迫ります。 

生徒諸君・先生方・各教科など、皆様の図書購入リクエストをお待ちしています。図書購入リクエストは司書室まで！ 
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14 わたしの沖縄戦 ２ ガマ（洞窟）であ

ったこと    

行田稔彦 新日本出版社 沖縄戦の真実を伝える二巻目。米軍上陸から首里撤退までに、病院壕で人間的感情をなくしていく女

子学徒隊や、壕を追い出された住民に迫る。 

15 
わたしの沖縄戦 ３ 弾雨の中で    

行田稔彦 新日本出版社 南部撤退の真実に迫る三巻目。病院壕で重症患者の「処置」を体験し、撤退の名で放り出された女子

学徒隊や、南部へ避難する県庁職員、住民の彷徨の悲惨。 

16 わたしの沖縄戦 ４ 摩文仁の丘に立

ち         

行田稔彦 新日本出版社 日本軍の組織的戦闘が終わり、解散命令後に起きた悲劇、住民たちの彷徨。収容所から出発した戦

後、いま「生かされている」という学徒らの平和への思いに迫る最終巻。 

17 
図解でよくわかる 地政学のきほん          

荒巻豊志監修 誠文堂新光社 本書は、日本、中国、ロシア、アメリカ、イギリス、ヨーロッパなど国・地域別の歴史を、地図を使

ってわかりやすく解説。 

18 

俺はエージェント   

大沢在昌 小学館 下町の居酒屋にかかってきた 1 本の電話。23 年ぶりにオメガ・エージェントの極秘ミッション「コ

ペナント」が発動され、スパイ小説好きの俺は、元凄腕エージェントの白川老人と行動を共にするは

めになる。 

19 刑事の怒り   薬丸岳 講談社 凄惨な事件の裏に潜む、やむにやまれぬ“想い”を前に、刑事は何を思うのか。 

20 
棲月 隠蔽捜査７   

今野敏 新潮社 鉄道と銀行のシステムが相次いでダウン。いち早く異変を察知した竜崎は、正体不明の敵にどう立ち

向かうのか。大人気シリーズ第 9 作。 

21 魔力の胎動   東野圭吾 角川書店 自然現象を見事に言い当てる不思議な力。君はいったい何者なのか？ 

22 
ひそやかな花園   

角田光代 毎日新聞出版 親と子、夫婦、家族でいることの意味を根源から問いかける。衝撃と感動に震える、角田光代の最高

傑作誕生。 

23 
キラキラ共和国   

小川糸 幻冬舎 ツバキ文具店は、今日も大繁盛です。夫からの詫び状、憧れの文豪からの葉書、大切な人への最後の

手紙・・・。伝えたい思い、聞きたかった言葉、承ります。「ツバキ文具店」待望の続編。 

24 

 
屍人荘の殺人   

今村昌弘 東京創元社 神紅大学ミステリ愛好会の葉村譲と会長の明智恭介は、日くつきの映画研究部の夏合宿に加わるた

め、同じ大学の探偵少女、剣崎比留子と共にペンション紫湛荘を訪ねた。 

25 
百貨の魔法   

村山早紀 ポプラ社 時代に抗えず、閉店の噂が飛び交う星野百貨店。店を守ろうとする店員たちと不思議な「白い猫」が

織りなす、魔法のような物語！ 

26 
星の子   

今村夏子 朝日新聞出版 主人公・林ちひろは中学三年生。出生直後から病弱だったひろを救いたい一心で、両親は「あやしい

宗教」にのめり込んでいき、その信仰は少しずつ家族を崩壊させていく。 

27 
Ａｌｌ English でできるアクティブ

ラーニングの英語授業  

山本崇雄 学陽書房 生徒をアクティブラーナーへと育てるためのさまざまな活動を紹介。それぞれの活動方法と、指示を

出すための英文フレーズをすべて網羅。順番通りに英文フレーズを伝えればスムーズに活動が進む、

これまでなかった新しい授業のための英文フレーズ集！ 

生徒諸君・先生方・各教科など、皆様の図書購入リクエストをお待ちしています。図書購入リクエストは司書室まで！ 
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28 

教室で使う英語表現集   

曽根田憲三 ペレ出版 留学先ではもちろん、日本でも英語での授業やネイティブ相手の英会話学校で使える表現 3200 を収

録しました。（この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適していま

す。 

29 
常勝集団のプシンシプル 自ら学び成長する人材

が育つ「岩出式」心のマネジメント   

岩出雅之 日経 BP社 前人未到９連覇の常勝ノウハウをビジネスリーダーに初公開。2018 年 1 月、帝京大学は全国大学ラ

グビー選手権で９連覇を達成しました。大学スポーツは選手の入れ替わりのサイクルが短く、連覇が

非常に難しいとされている中、帝京大学は前人未到の記録を更新し続けています。 

30 
ラグビー基本と上達ドリル         

岩出雅之 実業之日本社 全国大学ラグビーフットボール選手権 9 連覇。大学最強の帝京大ラグビー部が実践する「ケガに強

い＝楽しいラグビー」を初めて公開。 

31 世界サッカー名将のイラスト戦術ガイ

ド         

西部謙司 エクスナレッジ 監督の個性や戦略を知ればサッカー観戦が 100 倍楽しくなる。サッカー戦術の第一人者 西部謙司

が名将 45 人の戦術を解説。 

32 

岡崎慎司 悩む男   

岡崎慎司 小学館 現在、世界最高峰リーグと呼ばれる、イングランドのプレミアリーグ、レスター・シティで活躍する

岡崎慎司選手。彼がどのように悩み、考え、そして、答えを出してきたかを知ってほしい。 

 

33 

力がなければ頭を使え 広商野球 74

の法則     

迫田穆成   

田尻賢誉 

ベースボールマガ

ジン社 

かつて“広商野球”といえばスモールベースボールの代名詞。選手、監督として広商野球を経験し、

広商イズムを継承している迫田穆成（現・如水館高監督）の野球観を、高校野球取材歴２０年のスポ

ーツジャーナリスト田尻賢誉が７４の法則としてまとめた。迫田穆成の弟で、同じく広商野球の継承

者、迫田守昭（現・広島新庄高監督）の勝負哲学も収録。高校野球で本塁打が量産される時代だから

こそ、忘れてはいけないことがある。力がなくても、どう戦うのか、どう工夫するのか。高校野球の

魅力とレベルアップのヒントに満ちた一冊。 

 

34 

最強部活の作り方 名門 26校の探訪   

日比野恭三 文藝春秋刊 あの高校はなぜ“強豪校”と呼ばれるのか。日本一の経験がある部活をたずねて、その理由を解き明

かす。東福岡、洛南高校ほか。あの高校はなぜ“強豪校”と呼ばれるのか――。日本一になった部活

を訪ね歩き、その秘密を解き明かす。 

35 
甲子園を目指せ！  

古豪復活の道のり       

タイムリー編集部 

辰巳出版 伝統と革新、甲子園を沸かせた名門野球部の現在地。伝統校の監督と選手たちが作る新たな歴史の 1

ページ。 

36 
勝てる！理系なテニス      

田中信弥  

松尾衛 

東邦出版 ５万人超のウィークエンドプレーヤーが納得！ 

37 
ジュニアのためのラグビー食     

海老久美子 ベースボールマガ

ジン社 

選手の皆さん、食べ物、食べ方に対するディフェンス、しっかりできていますか？著者人気シリーズ

の最新刊はラグビーがテーマ。 

生徒諸君・先生方・各教科など、皆様の図書購入リクエストをお待ちしています。図書購入リクエストは司書室まで！ 

 

 


