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☆　3年生図書委員のおすすめ本、紹介します！ ①

☆新着図書案内　
017 学校図書館はカラフルな学びの場 松田／ユリ子∥著 なるにはＢＯＯＫＳ

031 「日本の伝統」の正体 藤井／青銅∥著 柏書房

070 ファクトチェックとは何か 立岩／陽一郎、楊井／人文∥著 岩波ブックレット

092 ふるさとの偉人　布野雲平（八雲井雲八）物語 卜部／忠治∥著、岩田／廉太郎∥著 卜部／忠治∥著

094 島大病院　ちょっと気になる健康講座　１，２ 島根大学医学部付属病院∥監修・編集今井出版

097 島根のバスケットボール 渡辺／晴夫∥監修 島根県バスケットボール協会

097 ムラゲのひみつのおみせ よしと∥絵・文 鉄の道文化圏推進協議会

122 教養としての中国古典 湯浅／邦弘∥編著 ミネルヴァ書房

290 地球の歩き方 サンフランシスコとシリコンバレー 地球の歩き方編集室∥編集 ダイヤモンド・ビッグ社

304 １８歳からの選択 社会に出る前に考えておきたい２０のこと 上木原／弘修、横尾／俊成、後藤／寛勝∥著フィルムアート社

312 若者は、選挙に行かないせいで、四〇〇〇万円も損してる！？ 森川／友義∥〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン

314 池上彰のあした選挙へ行くまえに 池上／彰∥著 河出書房新社

319 平和をつくるを仕事にする 鬼丸／昌也∥著 ちくまプリマー新書

319 核兵器を禁止する 条約が世界を変える 川崎／哲∥著 岩波ブックレット

333 ＳＤＧｓ 国連世界の未来を変えるための17の目標　２030年までのゴール日能研教務部∥企画・編集 日能研

333 未来を変える目標ＳＤＧｓアイデアブック Ｔｈｉｎｋ　ｔｈｅ　Ｅａｒｔｈ∥編著Ｔｈｉｎｋ　ｔｈｅ　Ｅａｒｔｈ

361 友だち幻想 人と人の〈つながり〉を考える 菅野／仁∥著 ちくまプリマー新書

366 裁量労働制はなぜ危険か 「働き方改革」の闇 今野／晴貴、嶋崎／量∥編 岩波ブックレット

366 イクバルと仲間たち 児童労働にたちむかった人々 スーザン・クークリン∥著 小峰書店

366 診療放射線技師になるには 笹田／久美子∥著 なるにはＢＯＯＫＳ

366 視能訓練士になるには 橋口／佐紀子∥著 なるにはＢＯＯＫＳ

366 美容師・理容師になるには 大岳／美帆、木村／由香里∥著 なるにはＢＯＯＫＳ

366 グランドスタッフになるには 京極／祥江∥著 なるにはＢＯＯＫＳ

369 保育園は誰のもの 子どもの権利から考える 普光院／亜紀∥著 岩波ブックレット

369 ３．１１を心に刻んで 岩波書店編集部∥編 岩波ブックレット

370 教師失格 夏目漱石教育論集 夏目／金之助∥著、大井田／義彰∥編東京学芸大学出版会

370 図表でみる教育 ＯＥＣＤインディケータ 経済協力開発機構∥編著 明石書店

371 子ども　おとな　社会 子どものこころを支える教育臨床心理学 高田／知惠子∥編著 北樹出版

372 世界の学校 教育制度から日常の学校風景まで 二宮／皓∥編著 学事出版

374 小学校の教師 子どもを育てるしごと 石川／律子∥著 渓水社

375 高校生の参加と共同による主権者教育 生徒会活動・部活動・地域活動でシティズンシップを宮下／与兵衛∥著 かもがわ出版

376 オックスフォード＆ケンブリッジ大学世界一「考えさせられる」入試問題 ジョン・ファーンドン∥著 河出書房新社

376 大学選びをはじめからていねいに 藤井／佐和子、亀井／信明∥∥著 ナガセ

『君の膵臓をたべたい』住野よる著
　題名にインパクトがあり、内容を想像する事すら出来ませんが、読み進んでいくうちに意味がわかるようにな
ります。人との関りを避けてきた主人公と明るく誰からも愛される桜良。その正反対の二人が、惹かれあい、尊
敬しあい、お互いに良い影響を与え、人と関わる事の大切さや普通だと思っている毎日が実は奇跡的なものだと
いう事が良くわかります。
桜良は病気で長くは生きられない事はわかっていながら、最後は病気が原因ではなく、まさかの突然すぎる悲し
い出来事で終わりを迎えてしまいます。
　あたりまえのように毎日を送っていますが、本当は明日や明後日が必ずやって来るとは限りません。この本を
読み改めてその事に気づき「一日一日を大切に生きていこう」と思い直す事が出来る一冊です。（O）

身近な人たちとの親しいつながりが大事だと思っていて、そのことに神経がすり減るぐらい気を遣っている。なのにうまくいかないのはな
ぜか。さまざまなキーワードにしたがって問題を整理し、人と人のつながりについて考える。「世界一受けたい授業」で又吉直樹が紹介
し、大反響の本。



376 工学部 中高生のための学部選びガイド 漆原／次郎∥著 なるにはＢＯＯＫＳ

376 ウィニコットと移行対象の発達心理学 井原／成男∥著 福村出版

392 「北朝鮮の脅威」のカラクリ 変質する日本の安保政策半田／滋∥著 岩波ブックレット

424 ハイパーソニック・エフェクト 大橋／力∥著 岩波書店

424 音と文明 音の環境学ことはじめ 大橋／力∥著 岩波書店

467 人間は遺伝か環境か？遺伝的プログラム論 日高／敏隆∥著 文春新書

594 動物ぽんぽん 毛糸をぐるぐる巻いて作るふかふかマスコットｔｒｉｋｏｔｒｉ∥著 誠文堂新光社

645 犬たちの明治維新 ポチの誕生 仁科／邦男∥著 草思社

675 「激安」のからくり 金子／哲雄∥著 中央公論新社

726 キングダム 50 原／泰久∥著 集英社

726 ヘタリア　Axis Powers Speciale  1～３ 日丸屋／秀和∥著 幻冬舎

726 宇宙兄弟　３３ 小山／宙哉∥著 講談社

726 進撃の巨人　２４、２５ 諌山／創∥著 講談社

728 えんぴつで老子・荘子 大迫／閑歩∥書　湯浅／邦弘∥監修 ポプラ社

783 高校サッカー年鑑　２０１８ 全国高等学校体育連盟サッカー専門部∥編講談社

807 外国語学習の科学 第二言語習得論とは何か 白井／恭弘∥著 岩波書店

829 今すぐ話せる！いちばんはじめの韓国語単語 木内／明、劉／卿美∥著 ナガセ

830 ＴＯＥＦＬテスト必修英単語２５００ ＡｍＥｎｇｌｉｓｈ．ｃｏｍ，Ｉｎｃ．∥編ナガセ

830 ＴＯＥＦＬテスト上級英単語２５００ ＡｍＥｎｇｌｉｓｈ．ｃｏｍ，Ｉｎｃ．∥編ナガセ

830 さあ、音読だ ４技能を伸ばす英語学習法 今井／宏∥著 ナガセ

837 A　Farewell　to  Arms Ernest　Hemingway∥著 arrow books

837 Pros and Cons A　Debater's　Handbook Debbie　Newman、Ben　Woolgar∥∥著Routledge

837 Slurp! A Social and Culinary History of RAMEN- Japan's Favorite Noodle SoupBarak　Kushner∥著 Global　Oriental

837 Kokoro こころ 夏目／漱石∥著 Tuttle

847 今すぐ話せる！いちばんはじめのドイツ語会話 高橋／透∥著 ナガセ

913.6 キングを探せ 法月／綸太郎∥著 講談社

913.6 ホワイトラビット 伊坂／幸太郎∥著 新潮社

913.6 さざなみのよる 木皿／泉∥著 河出書房新社

913.6 青くて痛くて脆い 住野／よる∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6 天空の犬 樋口／明雄∥著 徳間書店

913.6 リーチ先生 原田／マハ∥著 集英社

913.6 くちなし 彩瀬／まる∥著 文芸春秋

913.6 魔力の胎動 東野／圭吾∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6 青空と逃げる 辻村／深月∥著 中央公論新社

西洋と東洋の芸術を融合し、新しい陶芸の世界を切り拓いたイギリス人陶芸家バーナード・リーチ。その半生を、二代にわたり弟子となっ
た名も無き父子の視点から描く。山陰にもゆかりの深いバーナード・リーチです。

別れた愛人の左腕と暮らす。運命の相手の身体には、自分にだけ見える花が咲く。獣になった女は、愛する者を頭から食らう…。繊細に紡
がれる７編の短編集。第5回高校生直木賞、受賞作！

自然現象を見事に言い当てる、彼女の不思議な“力”は何なのか。「ラプラスの魔女」の前日譚。

父の起こした交通事故から幕を開けた、家族の危機。押し寄せる悪意と興味本位の追及に日常を奪われた母と息子は、東京から逃げること
を決めた――。

どうしても殺したい相手がいる。それだけで結託した４人の男は、完璧な交換殺人を目論む。誰が誰のターゲットを殺すのか。それを決め
るのはたった４枚のカード。粛々と進められる計画に、法月警部と綸太郎のコンビが挑む！　著者は、松江市出身です。

仙台の住宅街で発生した人質立てこもり事件。SITが出動するも、逃亡不可能な状況下、予想外の要求が炸裂する。息子への、妻への、娘
への、オリオン座への(?)愛が交錯し、事態は思わぬ方向に転がっていく――。「白兎事件」の全貌とは？！

小国ナスミ、享年４３歳。ナスミの残した言葉や生の痕跡が、様々な人やきっかけによって、悲しみにくれる夫、家族、元同僚へと広がっ
ていき…。命のまばゆいきらめきを描いた感動と祝福の物語。

人に不用意に近づきすぎないことを信条にしていた大学一年の春、僕は秋好寿乃に出会った。空気の読めない発言を連発し、周囲から浮い
てるけれど誰よりも純粋だった彼女。秋好の理想と情熱に感化され、僕たちは二人で「モアイ」という秘密結社を結成した…。

南アルプス山岳救助隊の新人隊員・星野夏実は、北岳にある現地警備派出所に着任した。やがて立て続けに起こり始める不審な出来事。夏
実は猛り狂う暴風雨の中、救助犬メイとともに、ひとりの登山者の救助に向かう…。


