
  

 

📖『集英社文庫 100 冊セット』をご寄贈いただきました。 
6 月 30 日に「高校生のための

文化講演会」がオンライン開催

されました。講演会にあわせ、

主催の一ツ橋文芸教育振興

会さんから『集英社文庫 100

冊セット』を寄贈していただきま

した。 

これらの本はすべて貸出できま

す！図書館前の展示ケースに

並べてありますので、借りたい

本をカウンターまで持ってきてく

ださい。 

 

◆◇◆寄贈された本◆◇◆ 
※内容までご紹介したいところですが…寄贈図書がたくさん

あるので、ジャンル・書名・著者名のみご紹介します。     
 

【読書】 【スポーツ】 

019『辺境の怪書、歴史の驚書、ハードボイルド読書合戦』 

高野秀行, 清水克行/著 

782『昭和十八年幻の箱根駅伝』澤宮優/著 

783.7『バッティングピッチャー』澤宮優/著 

【日本史】 783.7『まかちょーけ 興南甲子園春夏連覇のその後』 

松永多佳倫/著 210.6『日本近現代史入門 黒い人脈と金脈』広瀬隆/著 

【紀行】 783.7『偏差値 70 の甲子園』松永多佳倫/著 

290『旅人の表現術』角幡唯介/著 【ことば】 

【社会科学】 810『驚くべき日本語』ロジャー・パルバース/著 

304『事実 vs 本能 目を背けたいファクトにも理由がある』 

橘玲/著 

【日本の文学】 

910『江戸川乱歩と横溝正史』中川右介/著 

【災害】 【小説】 

369『心の除染 原発推進派の実験都市・福島県伊達市』 

黒川祥子/著 

913『京都岡崎、月白さんとこ』相川真/著 

913『吸血鬼と呪いの森』赤川次郎/著 

【風習】 913『私の彼氏は吸血鬼』赤川次郎/著 

383『トイレの輪 トイレの話、聞かせてください』佐藤満春/著 913『ミス・吸血鬼に幸いあれ』赤川次郎/著 

【料理】 913『天龍院亜希子の日記』安壇美緒/著 

596『キッチハイク!突撃!世界の晩ごはん アンドレアは素手でパ

リージャを焼く編/ソフィーはタジン鍋より圧力鍋が好き編』山本雅也/著 

913『君だけに愛を』阿野冠/著 

913『あの日、あの駅で。 駅小説アンソロジー』ほしおさなえ/著 

 

 

913『思い、思われ、ふり、ふられ』阿部暁子/著 913『宅飲み探偵のかごんま交友録』冨森駿/著 

913『琥珀の夢 小説鳥井信治郎 上・下』伊集院静/著 913『ベアトリス、お前は廃墟の鍵を持つ王女』仲村つばき/著 

913『雨あがり お江戸縁切り帖』泉ゆたか/著 913『約束のネバーランド』七緒/著 

913『小説禁止令に賛同する』いとうせいこう/著 913『ひきこもりを家から出す方法』猫田佐文/著 

913『レイモンさん 函館ソーセージマイスター』植松三十里/著 913『バンチョ高校クイズ研』蓮見恭子/著 

913『みんなで一人旅』遠藤彩見/著 913『日蝕えつきる』花村萬月/著 

913『焼け跡の高校教師』大城立裕/著 913『森まゆみと読む林芙美子「放浪記」』林芙美子/著 

913『地下芸人』おぎぬま X/著 913『本を読む女』林真理子/著 

913『青春のジョーカー』奥田亜希子/著 913『後宮染華伝 黒の罪妃と紫の寵妃』はるおかりの/著 

913『透明人間は 204 号室の夢を見る』奥田亜希子/著 913『九天に鹿を殺す セイ王朝八皇子奇計』はるおかりの/著 

913『神招きの庭』奥乃桜子/著 913『さようなら、君の贖罪』半田畔/著 

913『とんかつ DJ アゲ太郎』折輝真透/著 913『たとえあなたが骨になっても』菱川さかく/著 

913『流亡記/歩く影たち』開高健/著 913『小説ここは今から倫理です。』ひずき優/著 

913『エピデミック』川端裕人/著 913『誠の旗がゆく 新選組傑作選』細谷正充/編 

913『母のあしおと』神田茜/著 913『土方歳三がゆく』細谷正充/編 

913『流転の貴妃 或いは塞外の女王』喜咲冬子/著 913『モノノケ踊りて、絵師が狩る。 月下鴨川奇譚』 

水守糸子/著 913『星辰の裔』喜咲冬子/著 

913『青矢先輩と私の探偵部活動』喜多喜久/著 913『乙女椿と横濱オペラ』水守糸子/著 

913『東京藝大仏さま研究室』樹原アンミツ/著 913『草花たちの静かな誓い』宮本輝/著 

913『新米占い師はそこそこ当てる』きりしま志帆/著 913『愛を綴る』森りん/著 

913『君がいて僕はいない』くらゆいあゆ/著 913『君を忘れる朝がくる。』山口幸三郎/著 

913『ラブセメタリー』木原音瀬/著 913『緑と楯 ハイスクール・デイズ』雪舟えま/著 

913『武士マチムラ』今野敏/著 913『アイドル地下にうごめく星』渡辺優/著 

913『線香花火のような恋だった』櫻井千姫/著 913『意識のリボン』綿矢りさ/著 

913『ファミリーポートレイト』桜庭一樹/著 918『セレクション戦争と文学 1～8』 

913『じごくゆきっ』桜庭一樹/著 953『作家の秘められた人生』ギヨーム・ミュッソ/著 

913『黒王妃』佐藤賢一/著 【日本のエッセイ】 

913『家族のあしあと』椎名誠/著 914『東京日記 3+4』川上弘美/著 

913『たてがみを捨てたライオンたち』白岩玄/著 914『四季を詠む 365 日の体感』三宮麻由子/著 

913『バクテリア・ハザード』高嶋哲夫/著 914『みうらじゅんと宮藤官九郎の世界全体会議』 

913『二度目の過去は君のいない未来』高梨愉人/著 みうらじゅん, 宮藤官九郎/著 

913『人形たちの白昼夢』千早茜/著 【日本の手記】 

913『父 Mon Pere』辻仁成/著 916『いのちのスタートライン』大久保淳一/著 
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ひ ら こ う 
いよいよ暑い季節になりました。とは言え夏本番はまだ先

…というイメージがあったのですが、実際には夏至も過

ぎ、これからは少しずつ日が短くなっていきます。なんだか

信じられませんね。 

夏休み前に、たくさんの本がひらこう図書館に仲間入りし

ました。夏休み中に何冊読めるかな？ 

“数学のおもしろさについて”      ― 3年３組  尾添 貴雄 

 僕は数学が好きで、ある時は数学の歴史について調べてみたり、ある時はおもしろい証明法を調べて

みたりしました。そんな中、高 1 のときにとある本に出会いました。それが『面白くて眠れなくなる数

学』（桜井進/著、PHP エディターズ・グループ）というタイトルの本なんですが、これは僕たちの身近なもの

にひそむ話から、宇宙の全粒子を使っても記述できない壮大な数の話まで載っていて、理系だけでなく

文系も楽しめるような内容でありました。たまに読み始めると、気づかないうちに朝から夜まで読んで

しまうことがありました（笑）。ぜひ皆さんも時間があったら、この本を読んでみてください。数学の

おもしろさというものが分かるかもしれません。           ✍Next writer is… A.T! 



┥ 進路・受験に関する本 

366『会社で働く（なるにはBOOKS

別巻）』松井大助/著 ぺりかん社 

816『採点者の心をつかむ合格する

看護・医療系の小論文』 

中塚光之介/著 かんき出版 

 

┥ 知識・学問  
002『学びの呼吸 世界のエリートに

共通する学習の型』 

岡田昭人/著 技術評論社 

★「型」を習得してより効果的な学習を。 

002『極(エッセンシャル)アウトプット』 

樺沢紫苑/著 小学館 YouthBooks 

★学力が向上し、人間関係も改善するア

ウトプットの手法を解説。 

 

┥ 情報  

007『ネットの約束 今から知ってお

きたいルールとマナー』 

日経 BP コンサルティング 

★インターネットを無法地帯にしないた

めに各自が心得るべきこととは。 

 

┥ 読書  

019『ネット断ち 毎日の「つながら

ない 1 時間」が知性を育む』 

齋藤孝/著 青春新書 INTELLIGENCE 

★とても便利で素晴らしいインターネット。

それでもネット断ちが必要なのはなぜ？ 

 

┥ 著作権  
017『はじめよう学校図書館  8 

気になる著作権 Q&A 増補改訂版』 

森田盛行/著 全国学校図書館協議会 

021『みんなで学ぼう学校教育と著

作権』 

森田盛行/著 全国学校図書館協議会 

★学校教育上知っておくべき著作権の

話。 

 

┥ 生と死  

114『池上彰と考える「死」とは何

だろう』池上彰/著 KADOKAWA 

★「死」について考えることは、「生」「生

き方」について考えることでもある。 

 

┥ 心理学  

141『発想力を鍛える 33 の思考実

験』北村良子/著 彩図社 

★「唯一解」はないけれど、考えてみる。 

141『「言葉にできる」は武器にな

る。』 

梅田悟司/著 日本経済新聞出版社 

★本当にこの書名どおりだと思う。では、

どうすれば思いを「言葉にできる」のか。 

141『気持ちを「言葉にできる」魔

法のノート 「言葉にできる」は武器に

なる。 実践編』 

梅田悟司/著 日本経済新聞出版社 

★学んだら実践してみましょう。 

 

┥ 生き方・考え方  

159『13 歳から分かる!プロフェッ

ショナルの条件』 

藤屋伸二/監修 日本図書センター 

★ドラッカーの著作をベースに、成果を

上げるための「5つの能力」を学ぶ。 

 

┥ 日本史  

210『日本の装束解剖図鑑』 

八條忠基/著 エクスナレッジ 

★日本史や古文に登場する装束のルー

ツ、着こなし、時代背景などがわかる。 

210.4『地域別×武将だからおもし

ろい戦国史』 

小和田哲男/監修 朝日新聞出版 

★戦国時代の歴史を地域ごとにわけて

解説。 

210.5『イラストでよくわかる江戸

時代の本』ミニマル、ブロックバスタ

ー/編著 彩図社 

★将軍の仕事から庶民の暮らしまで。 

 

┥ 文化事情  

❀302『ユニークな「日本文化」論』 

大森和夫、大森弘子/編著 

★世界中で日本語を学ぶ人たちの目に

映る「日本の姿」。 

 

┥ 民族  

316『「ハーフ」ってなんだろう?』 

下地ローレンス吉孝/著 平凡社 

★一言では表しきれない、それぞれの人

のさまざまな経験談に耳を傾ける。 

 

┥ 法律  

321『僕らが生きているよのなかの

しくみは「法」でわかる』 

遠藤研一郎/著 大和書房 

★インスタに嘘の投稿をしたらどうなる？ 

 

 
 

 
┥ 経済政策  

333『10 代からの SDGs』 

原佐知子/著 大月書店 

★持続可能な社会をつくるために、10

代のうちからできることとは。 

 

┥ 社会学  

361『関係人口の社会学』 

田中輝美/著 大阪大学出版会 

★住む人が減ったら、地域は再生できな

い…それって本当？ 

 

┥ 性  

367『CHOICE 自分で選びとるため

の「性」の知識』 

シオリーヌ/著 イースト・プレス 

★何となく知った気になっているだけで

終わらせないために。 

 

┥ 教育  

374『新型コロナウイルスに対する

学校の感染対策』 

武藤義和/著 丸善出版 

★学校に特化した新型コロナウイルス感

染症の対策本。 

 

┥ 食文化  

383『マンガでわかる日本料理の常

識』長島博/監修 誠文堂新光社 

★自然・風土・民俗・歴史など、広い視

点で日本料理の「なぜ？」を探る。 

 

┥ 化学  

431『化学の目で見る気体』 

齋藤勝裕/著 技術評論社 

★見えないけれど身近な気体のヒミツ。 

 

┥ 地学  

453『日本列島の未来』 

中島淳一/著 ナツメ社 

★これから日本に起こりうる地震とは。 

 

┥ 動物  

480『ZOOLOGY 図鑑動物の世界』

スミソニアン協会、ロンドン自然史博

物館/監修 東京書籍 

★ビジュアル的にも美しい動物図鑑。 

 

481『骨格百科-スケルトン-』 

アンドリュー・カーク 著 グラフィ

ック社 

★さまざまな動物の骨格を読み解く。 

 

┥ 医学・健康  

493『今だから知りたいワクチンの

科学』中西貴之/著 技術評論社 

★正しく知って効果とリスクを見極めよう。 

498『学校では教えてくれない自分

を休ませる方法』 

井上祐紀/著 KADOKAWA 

★ちゃんと休まないといけないんです。 

498『新型コロナウイルスナースた

ちの現場レポート』 

日本看護協会出版会 

★看護師になりたいので、コロナ禍の看

護師の実情が知りたい…そんな人に。 

 

┥ 料理  

596『世界のへんな肉』 

白石あづさ/著 新潮文庫 

★外国ではどんな肉が食べられている？ 

 

┥ イラストレーション  

726『モチーフを見なくても描ける

人物デッサン 50 のポイント!』 

ながさわとろ/著 誠文堂新光社 

★人体の形と動きを頭に叩き込もう。 

 

┥ 会話・発表  

809『コミュニケーション力を高め

るプレゼン・発表術』 

上坂博亨/ほか著 岩波ジュニア新書 

★資料作成、話し方、プレゼン手法など。 

809『世界の「こんにちは」』 

日経ナショナルジオグラフィック社 

★世界中の人に挨拶してみよう。 

 

┥ 日本語  

810『「やさしい日本語」表現事典』 

庵功雄/編著 丸善出版 

817『入門・やさしい日本語』 

吉開章/著 アスク出版 

★日本で暮らすすべての人々のために。 

┥ 英語  

835『一度読んだら絶対に忘れない

英文法の教科書』 

牧野智一/著 SB クリエイティブ 

★文法が頭に入らない！という人に。 

 

┥ 文章の書き方  
901『ショートショートでひらめく

文章教室』 

田丸雅智/著 河出書房新社 

★アイディアを形にする発想法と書き方。 

 

┥ 日本の小説  

913『不可逆少年』 

五十嵐律人/著 講談社 

★罪を犯した少年を救う真の術とは。 

913『スモールワールズ』 

一穂ミチ/著 講談社 

★誰もが、誰かの悲しみに寄り添いなが

ら生きている。 

913『見えない星に耳を澄ませて』 

香月夕花/著 KADOKAWA 

★音楽療法士を志す真尋は、患者の心、

そして自分の心の音に耳を澄ます。 

913『スイッチ 悪魔の実験』 

潮谷験/著 講談社 

★幸せな家族を破滅させるスイッチ。押

しても押さなくても報酬は手に入るが…。 

913『きみの町で』 

重松清/著 新潮文庫 

★悩んでもぶつかっても、生きることを好

きでいてほしい。 

913『君と漕ぐ ながとろ高校カヌ

ー部 1～3』 

武田綾乃/著 新潮文庫 nex 

★初心者からプロ級までそろった高校カ

ヌー部。彼女たちの目指す道とは。 

913『凍りのくじら』辻村深月/著 

講談社文庫 

★主人公の心は、いつでも「少し不在」。 

913『子どもたちは夜と遊ぶ 上・

下』辻村深月/著 講談社文庫 

★生き別れた兄に会いたい。そのために、

どんな罪を犯すことになっても。 

913『四畳半神話大系』 

913『四畳半王国見聞録』 

森見登美彦/著 新潮文庫 

★四畳半に暮らす、とにかくオカシイ大

学生の奇譚。 

913『「嵐が丘」を継ぐ者 むすぶと

本。』野村美月/著 ファミ通文庫 

913『七冊の『神曲』が断罪する七

人のダンテ むすぶと本。』 

野村美月/著 KADOKAWA 

★本の声が聞こえる少年・むすぶが、人

と本の問題を解決するミステリー。 

913『きみはポラリス』 

三浦しをん/著 新潮文庫 

★初恋、信仰、同性愛。さまざまな形の

恋愛を描いた短編集。 

913『春や春』 

森谷明子/著 光文社文庫 

★音、字、”景”。俳句の楽しみ方は人そ

れぞれ。目指せ、俳句甲子園。 

913『きみがいた世界は完璧でした、

が』渡辺優/著 KADOKAWA 

★ゲームのヒロインにそっくりな美少女に

恋した大学生は、恋心を暴走させる。 

 
＊シリーズ続編入りました＊ 

┥ コミック  
726『はたらく細胞 06』 

清水茜/著 講談社 

726『ちはやふる 46』 

末次由紀/著 講談社 

726『幼女戦記 19・20』 

東條チカ/漫画 KADOKAWA 

 

┥ 日本の小説  
913『めぐりんと私。』 

大崎梢/著 東京創元社 

913『掟上今日子の鑑札票』 

西尾維新 講談社 

913『新謎解きはディナーのあと

で』東川篤哉/著 小学館 

929『死にたいけどトッポッキは

食べたい 2』ペクセヒ/著 光文社 

 

芸術科からのリクエストで、金井田

英津子さんが装丁・挿画を手掛けた

本を購入しました。 

 

911.5『画本厄除け詩集』 

井伏鱒二/著 パロル舎 

913『絵本の春』 

泉鏡花/作 朝日出版社 

913『冥途』 

内田百閒/作 平凡社 

913『夢十夜』 

夏目漱石/著 平凡社  

新着図書紹介 
（主に 5月に入った本）  ❀…寄贈していただいた本 


