
                 平成 29 年 10 月新着図書一覧  №１        東京学館浦安高等学校図書室 

 書  名 作 者 名 出版社 内 容 紹 介 

1 アメリカーナ チママンダ・ンゴ

ズイ・アディーチ

ェ 

河出書房新社 初恋の人、自分をいちいち説明する必要を感じなかった唯一の相手、彼はいまや結婚して一児の父親

だ。高校時代に未来を約束した恋人オビンゼと離れ、イフェメルはアメリカに旅立つ。世界を魅了す

る物語作家による三大陸大河ロマン。 

2 ブルマーの謎 山本雄二 青弓社 ブルマーはなぜ広がり、定着したのか。綿密な資料探索と学校体育団体やメーカーへの聞き取り調査

を通して、ブルマー普及の足取りを追う。 

3 こころの匙加減  髙橋幸枝 飛鳥新社 半世紀以上にわたり、医師として患者と向き合ってきた著者が明かす、毎日を穏やかに、“ちょうど

よく”生きるための 0 の真理！ 

4 あの頃ぼくらはアホでした   東野圭吾 集英社 命がけの学生時代！抱腹絶倒の青春期。小学校から大学まで、疾風怒濤の学生時代をパワフル and 

赤裸々に語る爆笑エッセイ。 

5 プリズンホテル〈1〉夏   浅田次郎 集英社 極道小説で売れっ子になった作家・木戸孝之介は驚いた。たった一人の身内で、ヤクザの大親分でも

ある叔父の仲蔵が温泉リゾートホテルのオーナーになったというのだ。 

6 
なかなか暮れない夏の夕暮れ   

江國香織 角川春樹事務所 本ばかり読んでいる捻、姉の雀、元恋人の渚、友達の大竹と淳子。切実で愛しい小さな冒険の日々と

頁をめくる官能を描き切る、待望の長編小説。 

7 
名誉と恍惚   

松浦寿輝 新潮社 日中戦争のさなか、上海の工部局に勤める日本人警官・芹沢は、陸軍参謀本部の嘉山と青幇の頭目と

の面会を仲介したことから、警察に追われることとなり、苦難に満ちた潜伏生活を余儀なくされる。 

8 
貴族探偵   

麻耶雄崇 集英社 職業は貴族で、趣味が探偵！謎の紳士「貴族探偵」が事件現場にあらわれるや、自分の執事やメイド

や運転手たちを最大限に使い、事件を瞬く間に華麗に解決。 

9 
伊勢神宮 

藤田庄市（写真） 新潮社 第六十二回式年遷宮の全貌を伝える「遷宮編」、日々の営みを写す「神事編」、祭事神事を詳細に歴史

考証した「解説編」の三冊組写真集。 

10 キッズファイヤー・ドットコ

ム   

海猫沢めろん 講談社 IT で日本の子育てを救えるのか！突然、父親になってしまったカリスマホストが日本の育児の改革

に挑む、新時代のイクメン小説！ 

11 
ゼンマイ   

戌井昭人 集英社 魔術団の女を探して、いざモロッコへ！残されたゼンマイの小箱をたよりに、昔の恋人を訪ねて、男

二人の珍道中。 

12 

 

夢Ｑ夢魔物語－夢野久作怪異

小品集   

夢野久作 平凡社 不安や恐怖を伴いつつも、夢を見ている自分を見る夢のような、そんな感覚。ある時は、無垢なもの

に恐れをなし、ある時は他人事のような冷たさすら感じさせる、自己喪失感に満ちたアンソロジー。 

13 地蔵千年、花百年   柴田翔 鳥影社 半世紀の時空を描く、長編 570 枚！ 

14 
出会いなおし   

森絵都 文藝春秋 出会い、別れ、再会、また、別れ。人は会うたびに知らない顔を見せ、立体的になる。人生の大切な

場面が詰まった六つの物語。 

15 
最愛の子ども   

松浦理英子 文藝春秋 日夏と真汐と空穂。女子高生 3 人の（ファミリー）とそれを見守る同級生たち。3 人の均衡の中で生

まれるドラマを巧みに語る傑作長編。 

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！ 

                 



                平成 29 年 10 月新着図書一覧  №２        東京学館浦安高等学校図書室 

 書  名 作 者 名 出版社 内 容 紹 介 

16 
球道恋々   

木内昇 新潮社 一度は封印した野球に、中年にして再び目覚めた銀平。明治男児らしい純な一途さを通じて野球草創

期の熱気と人生の喜びを描く痛快作。 

17 ドローン探偵と世界の終りの館   早坂吝 文藝春秋 本格ミステリーの申し子にして、定石破りの天才が贈る究極のエンターテイメント。 

18 
箸もてば   

石田千 新潮社 箸もてば、いつかの夕方、いつかの乾杯。ひとくちめのビールが、喉もとすぎる。あえなくなり。作

家・石田千による、つくる、飲む、食べる日々をつづったエッセイ。飲食をめぐる珠玉の作品。 

19 
人生の醍醐味   

曾野綾子 産経新聞出版 人間は、涙の中から覚り、知ることがある。避けて通れない不幸があったとき、それを無駄にしない

人間になること。それだけが叡智と呼べるものだ。 

20 
気づかい美人の心得   

能町光香 扶桑社 20 万部突破『誰からも「気が利く」と言われる 45 の習慣』の著者が、仕事でもプライベートでも、

読むだけで「愛され体質」に変わる方法を伝授。 

21 

せいのめざめ   

益田ミリ/武田

砂鉄 

河出書房新社 修学旅行の夜、プールの授業、授業中の手紙、夏休みの遭遇・・・あの頃、同じ教室にいた男子は、

女子は、何を考えていたのだろう？とてつもなくまぶしくて奇妙で、もやもやしていた日々の異色の

コンビが描く。 

22 

ルポ希望の人びと   

生井久美子 朝日新聞出版 認知症の本人からみると、社会の暮らしの何が見えるのか。認知症の当事者の発言について、世界の

先頭を走る豪州、カナダ、日本の数多くの当事者、家族、支援者の嘆きと希望を聞き、その試行錯誤

の活動を 20 年以上取材した朝日新聞記者の渾身のルポ。 

23 
幸福のパズル   

折原みと 講談社 倉沢みちるは葉山で生まれ育った純粋でひたむきな女の子。高 3 の夏、老舗ホテルの御曹司の蓮見

優斗と恋に落ちるが、花火大会の夜、行き違いから悲しい別れを迎える。 

24 
烏は主を選ばない   

阿部智里 文藝春秋 八鳥の世界を描くファンタジー絵巻第二弾。兄宮派と若宮派に分裂する朝廷、権力争いに放り込まれ

た少年が見出した意外な真相とは？ 

25 
黄金（金）の烏   

阿部智里 文藝春秋 八鳥が支配する「山内」を揺るがす危険な薬と人食い大猿。その謎の解明に奮闘する世継ぎの若宮と

元近習・雪哉は危険を顧みず―――。 

26 
空棺の烏   

阿部智里 文藝春秋 宗家の近衛衆を養成する「勁草院」に集まった少年たちは、果たして厳しい訓練を乗り越えられる

か？ 

27 
玉依姫   

阿部智里 文藝春秋 女子高生・志帆が、故郷の山奥で遭遇したものとは。ついに明らかになる異世界「山内」の秘密に震

撼する“シリーズ”最新作。 

28 弥栄の烏   阿部智里 文藝春秋 猿と八鳥の最終決戦。若宮は名前を取り戻し、真の金鳥となれるのか。壮大な異世界ファンタジー。 

29 

あとは野となれ大和撫子   

宮内悠介 KADOKAWA 超王道冒険エンタメ。かつて中央アジアに存在した海。塩の砂漠となったそこは今、アラルスタンと

いう国だ。だが、大統領が暗殺され残ったのはうら若き後宮の女子のみ、生きる場所を守るため、ナ

ツキたちは自分たちで臨時政府を立ち上げ！？ 

30 
この世の春〈上〉   

宮部みゆき 新潮社 憑き物が、亡者が、そこかしこで声をあげる。青年は恐怖の果てに、ひとりの少年をつくった。史上

最も不幸で孤独な、ヒーローの誕生。 

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！ 



                 平成 29 年 10 月新着図書一覧  №3        東京学館浦安高等学校図書室 

 書  名 作 者 名 出版社 内 容 紹 介 

31 
この世の春〈下〉   

宮部みゆき 新潮社 底知れぬ悪意のにじむ甘い囁き。かけがえのない人々の尊厳までも、魔の手は蝕んでゆく。前代未聞

の大仕掛け、魂も凍る復讐劇。 

32 
RED－ヒトラーのデザイン   

松田行正 左右社 デザインの歴史探偵が読み解く、ヒトラーのデザインの本質。「ナチズム」は止まらなかったのか。

ナチス映画が語る日常にひそむ扇動。 

33 
世界を分断する「壁」  

A・ノヴォスロ

フ・F・ネス 

原書房 38 度線、米メキシコ国境、アイルランド、パレスティナ・・・。民族や家族すら行き来できない「壁」

はいまでも世界中に存在する。そしてグローバル化とともに「壁」は増えていく。 

34 

オープン・シティ   

テジュ・コール 新潮社 マンハッタンを日ごと彷徨する精神科医。街の風景とざわめきが揺り起こす記憶。街路に刻まれた歴

史の痕跡と人々の声。数々の賞に輝き「ゼーバルトの再来」と讃えられた、ナイジェリア系作家のデ

ビュー長編。 

35 
情報と秩序   

セザー・ヒダル

ゴ 

早川書房 経済成長を情報成長ととらえ、経済学にネットワーク科学を組み合わせたアプローチ、「経済複雑性

指標」なる予測力の高い手法で注目され、斬新な切り口で「成長」を理解するための科学解説。 

36 

人工知能解体新書   

神崎洋治 サイエンス・ア

イ新書 

昨今のビジネスシーンで注目されるテクノロジーの一つが「人工知能」です。人工知能はついに囲碁

で人間を超えました。さらには、医療の勉強や作曲までするようになってきています。今後、どのよ

うに進化するのでしょうか。 

37 
暗黒デズニー入門   

高橋ヨシキ コア新書 ディズニー映画の魅力は夢と感動・・・だけじゃない。ダンボを偏愛する悪魔主義者が、ディズニー

の本当の楽しみ方を説く。 

38 

人体 5億年の記憶   

布施英利 海鳴社 「からだは 1 本の管である」不世出の天才解剖学者、三木成夫の驚くべき「人間の見方」は、その弟

子・布施の筆によって初めてその全体像が姿を現す。「人間の心や体の成り立ち」に関する三木の深

い洞察力によって、私たちの体の見方・心の見方が 180 度変わる。 

39 
図書室のピーナッツ   

竹内真 双葉社 資格を持たない“なんちゃって司書”として直原高校の図書室で働く詩織。サンタクロースは実在す

るのか？伝説の酒飲み小原庄助の正体は？ 

40 フォマルハウトの三つの燭台〈倭

篇〉  

神林長平 講談社 人工人格家電の自殺疑惑、非実在キャラクターを殺したと主張する被告人、雇用を迫る対人支援用ロ

ボット。起こりえない事件を解決するため男たちは燭台に火を灯す。 

41 社会学者がニューヨークの地下経

済に潜入してみた 

ヴェンカテッシ

ュ・スディール 

東洋経済新報社 お金持ちのエリートと貧困層が共存し、社会階層を超えたダイナミックな動きを見せるニューヨー

ク。街を 1 つにつないでいるのは、外からは見えないアングラ経済の巨大ネットワークだった。 

42 

名探偵は嘘をつかない   

阿久津川辰海 光文社 名探偵・阿久津透。その性格、傲岸不遜にして冷酷非情。妥協を許さず、徹底的に犯人を追い詰める。

しかし、重大な疑惑が持ちあがった。それは、彼が証拠をねつ造し、自らの犯罪を隠蔽したというも

のだった。 

43 
「夜遊び」の経済学   

木曾崇 光文社 ナイトタイムエコノミーは、昼間に行われる一般的な経済活動に対し、陽が落ちた以降、すなわち夜

から翌朝までの間に行われる経済活動の総称である。 

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！ 

 



                 平成 29 年 10 月新着図書一覧  №4        東京学館浦安高等学校図書室 

 書  名 作 者 名 出版社 内 容 紹 介 

44 

二千七百の夏と冬（上）   

萩原浩 双葉社 ダム建設工事の作業中に、縄文人男性と弥生人女性の人骨が発見された。二体はしっかりと手を重

ね、互いに顔を向けあった姿であった。三千年近く前、この男女にいったいどんなドラマがあったの

か？ 

45 
二千七百の夏と冬（下）   

萩原浩 双葉社 紀元前七世紀、東日本、ビナイ（谷の村）に住むウルクは十五歳。野に獣を追い、木の実を集め、天

の神に感謝を捧げる日々を送っていた。 

46 
世界でいちばん美しい   

藤谷治 小学館 雪踏文彦。ひとは、みな、彼のことを親しみを込めて、せった君と呼ぶ。語り手である作家・島崎哲

も、親友である彼をそう呼んだ。 

47 
未闘病記   

笙野頼子 講談社 2013 年 2 月、突然の高熱と激痛に襲われた作家は、混合性結合組織病と診断される。 

 

48 
妻が椎茸だったころ   

中島京子 講談社 「人」への執着、「花」への妄想、「石」への煩悩・・・ちょっと怖くて愛おしい五つの「偏愛」短編

集。 

49 

東京自叙伝   

奥泉光 集英社 明治維新から第 2 次世界大戦、バブル崩壊から地下鉄サリン事件に秋葉原通り魔殺人、福島第 1 原

発事故まで、帝都東京に暗躍した、謎の男の無責任一代記！ 

 

50 
月日の残像   

山田太一 新潮社 記憶の片隅から、忘れえぬ情景や深い感情がよみがえる―――浅草の幼い日々、父母や早世した四人

の兄、大学時代に出会った寺山修司・・・・。 

51 
半径 5メートルの野望   

はあちゅう 講談社 なりたい自分と思い通りの生活を手に入れるには？世界一周、就職、起業、そして小説家。 

 

52 

好きなことだけで生きていく 

堀江貴文 ポプラ社 自分の人生を無駄にしている人へ伝えたい。「自分の時間」を取り戻す生き方。ホリエモンの後悔し

ない生き方、働き方論、決定版。 

 

53 

はじめての Word Press本格ブロ

グ運営法   

染谷昌利/大串

肇 

エムディエヌコ

ーポレーション 

巷にはたくさんの無料のブログサービスが存在しますが、収益化を考える場合は機能が足りなかっ

たり、そもそも収益化自体が制限されていたりと、不自由を感じる場面も少なくありません。本書は

タイトルにある通り、無料プロバイダーサービスではなく Word Pass を利用してブログを作り、収

益を上げることに主眼をおいた入門書です。 

                           

54 本音で生きる－一秒も後悔しない

強い生き方   

堀江貴文 ＳＢクリエイテ

ィブ 

「後で何か言われそうだから、言わない」「失敗が嫌だからやらない」しがらみの多い日常の中で、

本音を言わずに本心を殺してしまうことも多い。しかし、自分に言い訳ばかりしていて、後悔はしな

いだろうか。 

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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 書  名 作 者 名 出版社 内 容 紹 介 

55 ラストソング－人生の最期に聴く

音楽  

佐藤由美子 ポプラ社 聴覚は最後まで残る。アメリカのホスピスで多くの人の心を癒してきた音楽療法士が語る、感動のノ

ンフィクション。 

56 
ゼロ－なにもならない自分に小さ

なイチを足していく   

堀江貴文 ダイヤモンド社 堀江貴文はなぜ、逮捕され、すべてを失っても、希望を捨てないのか。なにかを演じる必要のなくな

った堀江氏がはじめて素直にありのままの心で語る、「働くこと」の意味と、そこから生まれる「希

望」について。 

57 
発酵マニアの天然工房－エエも

ん・アカンもん、見分けたるー！   

きのこ 三五館 米麹をつくる、味噌をつくる、甘酒、みりん、ドブロクをつくる。清潔！便利！布ナプキンの勧め、

乳酸菌風呂の入り方、歯磨き、白髪染めも乳酸菌で。今日からすぐやれる発酵生活の裏技が満載。 

 

58 

時間を忘れるほど面白い雑学の本   

竹内均 三笠書房 「知っているようで、知らない」「気にはなるが、調べようがない」「考え始めたら、時間があっとい

う間に過ぎてしまう」・・・そんな“とっておきのネタ”を集めに集めた一冊。 

 

59 2018 年版国民のための名医ラン

キング  

桜の花出版編

集部 

桜の花出版 医師をランキングする画期的な試みです。患者視点の本であり、掲載する医師は臨床・治療の第一線

にいることを条件としています。 

60 どんなに体がかたい人でもベター

ッと開脚できるようになるすごい

方法  

Eiko サンマーク出版 4 週間でベタッと開脚ができるようになるためのプログラムを「開脚の女王」が伝授。開脚に特化し

た初の本。 

61 
世界の大富豪 2000 人がこっそり

教えてくれたこと   

トニー野中 三笠書房 君は今、すごい秘密を手にしたんだ！知っているかい？世の中にはね、素敵な友人や恋人がいて大好

きな遊びや仕事をする時間もたっぷりある“本当に幸せな金持ち”と、「お金しかない」不幸な金持

ちがいるんだ。 

62 
世界の大富豪 2000 人がこっそり

教える「人に好かれる」極意  三

笠書房 

トニー野中 三笠書房 ダイヤモンドが光り輝く、本当の秘密を知っているか？望むもの、すべてを手にいれている、3％の

人だけが知るとびきりの習慣！才能より、運より、“人間関係”で人生は劇的に変わる！どんな出会

いからも無限の富や愛を生み出す。 

 

63 世界の大富豪 2000 人がこっそり

教えてくれた 3週間で人生を変え

る法   

トニー野中 三笠書房 ロスチャイルドらの「思考法」と「習慣」が身につく実践プログラム。「お金」「幸せ」「人脈」「時間」

「自由」・・・を得られる最高の生き方！いくら“成功法則”を知ってもうまくいかないのはなぜだ

と思う？ 

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！ 

 

 


