
新着図書案内& №５

（２０１３．９．１８ 発行 津東高校図書館）

朝晩は多少涼しくなったもののまだまだ残暑がきびしいですね。
でも「読書の秋」はもう間近です。
新しい本もいろいろ入っています。どんどん図書館に来てください。
お待ちしています！！なお、図書館では生徒の皆さんを通じて
保護者の方へも貸出をしています。

＊祈りの幕が下りる時 東野圭吾
＊ぼくたちと駐在さんの７００日戦争／１８ 『加賀恭一郎』シリーズ

／小学館文庫 ママチャリ ＊ホテルローヤル 桜木紫乃
＊爪と目 藤野可 直木賞受賞作

＊カゲロウデイズ／４／ＫＣＧ文庫／ ｔｈｅ ＊爪と目 藤野可 芥川賞受賞作
ｍｉｓｓｉｎｇ ｃｈｉ ｌｄｒｅｎ じん（自然の敵Ｐ）

＊死神の浮力 伊坂幸太郎
＊レイン／１０／最後の希望 吉野匠 『死神の精度』から８年。死神の

「千葉」が、帰ってきた！
＊王様ゲーム／再生９．１９ 金沢伸明 ＊さくら動物病院 相戸結衣

「日本ラブストーリー大賞」大賞受賞作
＊こちら、幸福安心委員会です。／２

／女王様と永遠に幸せな死刑囚 ＊こんなにも優しい、世界の終わりかた
うたたＰ 原作／鳥居羊 著 市川拓司

＊都会（まち）のトム＆ソーヤ／１１／上・下 ＊浅き夢見し 押切もえ
はやみねかおる AneCanモデル押切もえ初の長編小説!

＊妖怪アパートの幽雅な日常／ラスベガス モデル業界のバックステージや、キレイに

外伝 香月日輪 なれるノウハウなど、現役だからこそ描け

る細やかな描写にも注目！

＊猫弁と少女探偵 大山淳子
「猫弁」シリーズ第４弾 ＊大地のゲーム 綿矢りさ

＊ロスジェネの逆襲 池井戸潤 ＊九死一生 小手鞠るい
『オレたちバブル入行組』『オレたち花の ＊わたしをみつけて 中脇初枝

バブル組』に続く「半沢直樹」シリーズ第３弾 ＊ゾーンにて 田口ランディ
＊大事なことほど小声でささやく

＊ここはボツコニアン／３／二軍三国志 森沢明夫
宮部みゆき

＊たぶんねこ／「しゃばけ」シリーズ第１２弾 ＊吹部！ 赤澤竜也
畠中恵 ＊２．４３／清陰高校男子バレー部

＊トカゲの王／５／電撃文庫 入間人間 壁井ユカコ
＊いとう市立さいとう高校野球部

＊心霊探偵八雲／ＡＮＯＴＨＥＲ Ｆ ＩＬＥＳ あさのあつこ
いつわりの樹／角川文庫 神永学 ＊わたしたちが少女と呼ばれていた頃

石持浅海
＊ＧＯＴＨ／番外篇／角川文庫／森野は ＊拝啓１７歳の私 蓮見恭子
記念写真を撮りに行くの巻 乙一 ＊図書室のキリギリス 竹内真

この案内は、家へ持ち帰って

保護者の方にも見ていただい

てください。

話題の小説
人気シリーズ最新刊

高校が舞台

＊映画 謎解きはディナーのあとで／小学館 ＊あの日見た花の名前を僕達はまだ知らな
文庫 東川篤哉 原作／涌井学 著 い。／上・下 岡田麿里

＊９９のなみだ・蛍／リンダブックス
＊劇場版ＡＴＡＲＵ／ＴＨＥ Ｆ ＩＲＳＴ ＬＯＶＥ ＊丕緒の鳥／十二国記 小野不由美
＆ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＫＩＬＬ／角川文庫 ＊つぎはぎプラネット 星新一

百瀬しのぶ ＊魔女の宅急便／３ 角野栄子
＊さよなら、手をつなごう 中村航
＊あの日、ブルームーンに。 宮下恵茉

＊大空への旅立ち／がんと闘いながらも夢 ＊栞子さんの本棚／ビブリア古書堂セレク
見ていた未来／文芸社文庫 幸和也 トブック

＊爆心 青来有一 ＊星々の悲しみ 宮本輝
＊早春恋小路上ル 小手鞠るい
＊家日和 奥田英朗

＊太陽が見てるから／上・下／補欠の一球 ＊５分で読める！ひと駅ストーリー／夏の
にかける夏 高橋あこ 記憶東口編

＊またね。 なあち ＊５分で読める！ひと駅ストーリー／夏の
＊最初で最後の恋だから／上・下 優愛 記憶西口編

日本人の知らない日本語／４／海外編 コミックエッセイ 蛇蔵／海野凪子 著
恋愛合格！太宰治のコトバ６６ 高野てるみ 著
なつめさん おしゃれのこと、生い立ち、今思うこと… なつめのすべてを凝縮。 三戸なつめ 著

日本男児／長友佑都物語／ポプラポケット文庫 長友佑都 著
主将心／高校球児をまとめ上げるキャプテンたちの人間力 保坂淑子 著
あの夏のエースたち／甲子園ファイナリストの光と影 橋本清 [ほか]著
野球ノートに書いた甲子園 高校野球ドットコム編集部 著
激闘！甲子園名勝負／３１人の名将が自ら選んだ甲子園ベストゲーム！／宝島ＳＵＧＯＩ文庫
日の丸女子バレー／ニッポンはなぜ強いのか 吉井妙子 著
強い子をつくる「勝ち飯」レシピ／オリンピック日本代表の食事プログラム エームサービス（株）監修

１週間で効果体感！ギターを持たずに“どこでもトレーニング”１００ 松原正樹 [ほか]著
初心者のエレキ・ギター基礎教本 自由現代社編集部 編著
初心者のエレキ・ベース基礎教本 林敬三 編著
初心者のドラム基礎教本 枝川淳一 編著
東京ディズニーリゾートクロニクル３０年史 ディズニーファン編集部 編
ウォルト・ディズニー夢を叶える言葉 ウォルト ディズニー [著]

鹿児島／霧島 指宿 屋久島／ココミル
鹿児島／’１４／霧島・指宿・屋久島・奄美大島／マップルマガジン
るるぶ鹿児島／’１３／指宿霧島桜島／るるぶ情報版
熊本・阿蘇・湯布院／ブルーガイド
熊本／’１４／阿蘇・天草 黒川温泉・人吉／マップルマガジン
新編知覧特別攻撃隊／写真・遺書・遺詠・日記・記録・名簿 高岡修 編
ホタル帰る／特攻隊員と母トメと娘礼子／草思社文庫 赤羽礼子／石井宏 著
今日われ生きてあり／新潮文庫 神坂次郎 著
群青／知覧特攻基地より 知覧高女なでしこ会 編
知覧からの手紙／新潮文庫 水口文乃 著
大地からの祈り／知覧特攻基地 植村紀子 著
特攻の町・知覧／最前線基地を彩った日本人の生と死／光人社ＮＦ文庫 佐藤早苗 著

話題の映画のノベライズ本 文庫本 小説

テレビドラマ・映画 原作本

ケータイ小説

２年生修学旅
行

関係

読みたい本のリクエスト・予約ができます。



人間にとって成熟とは何か／幻冬舎新書 曽野綾子 著
野心のすすめ／講談社現代新書 林真理子 著
タモリ論／新潮新書 樋口毅宏 著
やっぱり見た目が９割／新潮新書 竹内一郎 著
論理的に解く力をつけよう／岩波ジュニア新書 徳田雄洋 著
おとなが育つ条件／発達心理学から考える／岩波新書 柏木惠子 著
僕らが世界に出る理由／ちくまプリマー新書 石井光太 著
物語朝鮮王朝の滅亡／岩波新書 金重明 著
中華人民共和国史／岩波新書 天児慧 著
柳宗悦／「複合の美」の思想／岩波新書 中見真理 著
＜株＞貧困大国アメリカ／岩波新書 堤未果 著
先生！／岩波新書 池上彰 編
富士山／大自然への道案内／岩波新書 小山真人 著
若者のためのまちづくり／岩波ジュニア新書 服部圭郎 著
電気料金はなぜ上がるのか／岩波新書 朝日新聞経済部 著
女性画家１０の叫び／岩波ジュニア新書 堀尾真紀子 著
漢字からみた日本語の歴史／ちくまプリマー新書 今野真二 著
未来力養成教室／岩波ジュニア新書 日本ＳＦ作家クラブ 編
看護師という生き方／ちくまプリマー新書 宮子あずさ
新聞記者／現代史を記録する／ちくまプリマー新書 若宮啓文
科学者が人間であること／岩波新書 中村桂子 著
憲法は誰のもの？／自民党改憲案の検証／岩波ブックレット 伊藤真 著
劣化ウラン弾／軍事利用される放射性廃棄物／岩波ブックレット 嘉指信雄 [ほか]著
福島から問う教育と命／岩波ブックレット 中村晋／大森直樹 著
新型インフル／パンデミックを防ぐために／岩波ブックレット 外岡立人 著
原発は火力より高い／岩波ブックレット 金子勝 著
ＴＰＰで暮らしはどうなる？／岩波ブックレット 鈴木宣弘 [ほか]著

空想科学のツイッター 漫画やアニメの現象を１２５字で科学的に解説 柳田理科雄 著
パンダ飼育係 パンダ一筋少女が夢を追って中国へ！ 青春お仕事エッセイ 阿部展子 著
１００年の難問はなぜ解けたのか／天才数学者の光と影／新潮文庫 春日真人 著
シロクマのことだけは考えるな！／人生が急にオモシロくなる心理術／新潮文庫 植木理恵 著
一日江戸人／新潮文庫 杉浦日向子 著
歴史を考えるヒント／新潮文庫 網野善彦 著
受験脳の作り方／脳科学で考える効率的学習法／新潮文庫 池谷裕二 著
使いきる。／有元葉子の整理術／衣・食・住・からだ・頭 有元葉子 著
スクールカーストの闇／なぜ若者は便所飯をするのか／祥伝社黄金文庫 和田秀樹 著
世界の美しい透明な生き物 標本ではない、生きている透明生物の写真２２９点

月の下で 光村推古書院編集部 編

月を見よう！・・・・・・
今年の「十五夜」は、９月１９日（木）です。

旧暦８月１５日の月を「中秋の名月」「十五夜」といい、その晩にお供え物をして月を観賞

することを「お月見」といいます。元来、中国から伝来した風習で、日本では農作物の収穫

に関連する行事と結びついて広まりました。十五夜には里芋や梨などこの時期に収穫され

たものを供えます。１５個の団子を三宝に載せて４段に盛ります。この他にススキなどの

秋の七草を飾ります。芋を供えることから「芋名月」とも言われています。

『１２か月のきまりごと歳時記』（自由国民社）より

新書 ・ ブックレット

新刊

その他

「学研」、「Ｂｅｎｅｓｓｅ」の小論文推薦図書リストから・・・

災害とソーシャルメディア／混乱、そして再生へと導く人々の「つながり」／マイコミ新書 小林啓倫 著
わかりやすいはわかりにくい？／臨床哲学講座／ちくま新書 鷲田清一 著
「認められたい」の正体／承認不安の時代／講談社現代新書 山竹伸二 著
悩む力／続／集英社新書 姜尚中 著
日本はどう報じられているか／新潮新書 石沢靖治 編
「里」という思想／新潮選書 内山節 著
「教養」とは何か／講談社現代新書 阿部謹也 著
人間の安全保障／集英社新書 アマルティア セン著
日本辺境論／新潮新書 内田樹 著
人は見た目が９割／新潮新書 竹内一郎 著
〈聞く力〉を鍛える／講談社現代新書 伊藤進 著
競争と公平感／市場経済の本当のメリット／中公新書 大竹文雄 著
友だち地獄／「空気を読む」世代のサバイバル／ちくま新書 土井隆義 著
若者が無縁化する／仕事・福祉・コミュニティでつなぐ／ちくま新書 宮本みち子 著
文明の災禍／新潮新書 内山節 著
ケアの社会学／当事者主権の福祉社会へ 上野千鶴子 著
科学と人間の不協和音／角川ｏｎｅテーマ２１ 池内了 [著]
ルリボシカミキリの青／福岡ハカセができるまで／文春文庫 福岡伸一 著
「脳」整理法／ちくま新書 茂木健一郎 著
「痴呆老人」は何を見ているか／新潮新書 大井玄 著
がんばらない／集英社文庫 鎌田實 著
あきらめない／集英社文庫 鎌田實 著
エネルギー進化論／「第４の革命」が日本を変える／ちくま新書 飯田哲也 著
物理学者、ゴミと闘う／講談社現代新書 広瀬立成 著
安全と安心の科学／集英社新書 村上陽一郎 著
救命／東日本大震災、医師たちの奮闘 海堂尊 監修
ボランティアナースが綴る東日本大震災 全国訪問ボランティアナースの会キャンナス 編

◎ 「本の感想アンケート」より紹介・・・オススメ度は５が最高です。
♡ご協力ありがとう
ございました♡

夏休み特別貸出の本の返却期限は
８月２８日でした。

まだ本を返していない人は、
至急返却してください！！

小論文対策用にどうぞ！

『いつやるか？今でしょ！今すぐできる４５の自分改造術！』
林修 著

受験を控えている生徒の皆さん（特に１年生）に読んで
ほしいです。 （保護者等・・おもしろかった・オススメ度５）


