・新しいものに出会いたい人

新着図書案内

・これから読書に挑戦する人
・集中して勉強したい人
・息抜きしたい人・・・etc

2019.８月号 徳島北高校図書館

あなたのために図書館は今日も開いていますよ
（＾＾）開館時間：平日 9:00～17:00

『みらいめがね それでは息がつまるので』
『人生パンク道場』 町田康 （角川文庫）
荻上チキ ヨシタケシンスケ（暮しの手帖社）

『ポジティブになれる英語名言 101』
小池直己・佐藤誠司（岩波ジュニア新書）

みらいめがねは世界の見方を広げるツール。

芥川賞作家兼パンクロッカーの著者による人

名言やことわざを通して文法の基礎を学べ

違うめがね（視点・立場）で見れば、同じ物事

生相談。一見ムチャクチャなようでもハッとさせ

る本。プラス思考と英語力の両方を手に入れ

も違って見える。どんなめがねがあるのか、自

られる。「解決してまいりましょう」のひと言が

よ う ！ 徐 々 に 難 易 度 の 上 が る 構 成 。 Haste

分はどんなめがねを選ぶのか･･･。ヨシタケ氏

頼もしい。
「ペットロス」相談への、動物好き著

makes waste.からダーウィンや心理学者アド

のマンガも満載。

者の真摯な回答には思わず涙。

ラーの名言まで。

『王家の遺伝子 DNA が解き明かした世界史
『ストーカーとの七〇〇日戦争』
『超現代語訳戦国時代』房野史典（幻冬舎文庫）
の謎』 石浦章一 （講談社ブルーバックス）
内澤旬子 （文藝春秋）

歴史は DNA にありのまま刻まれる。英国王室
とエジプトのファラオを対象に行われた DNA 解
析の結果を元に、言葉で語られてきた歴史との
食い違いを分析する。歴史のロマンに想いを馳
せつつ、生命科学の最新情報に触れる１冊。

『友達未遂』 宮西真冬（講談社）

読めば分かる！まるで著者が自分に語ってい

東京から移住して来た小豆島でストーカー

るかのような感覚。戦国時代のきっかけとなった

被害に遭った著者。警察・弁護士・カウンセラ

応仁の乱、最大イベント・関ヶ原の戦い、そして

ーとの関わりの中で初めて知るストーカー対

真田一族と絡めて戦国大名の栄枯盛衰をドラマ

策の現実と課題。逮捕で完全解決？未然防止

チックに描く。マンガじゃないけどマンガみた

策は？重たいテーマだが軽妙な文章で読みや

い。

すい。

『彼女たちの場合は』 江國香織（集英社）

伝統ある全寮制女子校・星華高校には、３年
生が同室の１年生の世話をするマザー制度が
ある。様々な事情と、それゆえの複雑な思いを
抱えて出会った４人の少女の物語。「これでみ
んな共犯者ね」。ラストのこのセリフの意味と
は？

科学者は客観的な事実を与えてくれると思

れ いな

ニューヨークに暮らすいとこ同士の礼那（14）
い つか

と逸佳（17）は、二人だけでアメリカを見る旅に
出た。
「これは家出ではないので心配しないでね」
と家族に置き手紙を残して。地図帳を片手に、た
くましい二人旅を一緒に楽しもう。

『科学の女性差別とたたかう』
アンジェラ・サイニー （作品社）

いがちだが、実は研究者個人の思い込みや思
想に大いに影響された研究結果が「事実」とし
て広まっているのではないか？脳にも男女差
があるのは本当か？論文をたどり、研究者の
証言を得て反証を紹介する。

進路を考える際に役立つ本が増えました
『中高生のための学部選びガイド』シリーズ

獣医学部， 文学部， 経営学部・商学部
ほかにも 医学部，教育学部，法学部，工学部，
社会学部・観光学部，理学部・理工学部，看護学部・保健医療学部
が、図書館にあります。
『なるには BOOKS』シリーズ

スポーツで働く， 証券・保険業界で働く

夏休みの開館と貸出について
●夏休みの図書館カレンダーを、教室・ガ
ラスのストリート・図書館前に掲示して
います。日程を確認してください。
●７月８日（月）～８月２８日（水）まで、
１ 人１ ０ 冊貸出可能です。
●７月８日（月）～８月９日（金）までに
借りた本の貸出期間は始業式の日（8/29

勉強法、ノート術の本を集めて展示しています。

〔木〕
）までです。

新着図書一覧
分類

予約・未所蔵資料のリクエスト随時受け付け中です
書名

著者名

210.4 超現代語訳戦国時代
309 みんなの「わがまま」入門

出版社等

房野史典

幻冬舎文庫

富永京子

左右社

サブタイトル、内容紹介など

意見を言うことへの抵抗感をときほぐす
「北朝鮮」に残る〈日本〉とは。困難な取材

319 ドキュメント朝鮮で見た〈日本〉

伊藤孝司

岩波書店

の裏側も。
326 アメリカ人の見た日本の死刑
338

証券・保険業界で働く
BOOKS

361

君たちが忘れてはいけないこと
のエリートとの対話

ジョンソン

なるには

ぺりかん社
未来

ザッソー・ベンチャー移動スーパーと
369
くし丸のキセキ

376

中高生の学部選びガイド
商学部

岩波新書

佐藤優

新潮社

買い物難民を救いたい！「あわわ」創刊者が
住友達也

西日本出版社

たちあがる。

経営学部・

ぺりかん社

376 中高生の学部選びガイド

文学部

ぺりかん社

376 中高生の学部選びガイド

獣医学部

ぺりかん社

376 スポーツで働く

私立灘高等学校の生徒との対論集

なるには BOOKS

ぺりかん社

404 ルポ人は科学が苦手

三井誠

光文社新書

453 富士山噴火と南海トラフ

鎌田浩毅

講談社ブルーバッ
海が揺さぶる陸のマグマ
クス

469 王家の遺伝子

石浦章一

講談社ブルーバッ
クス

491 科学の女性差別とたたかう

アンジェラ・サイニ
ー

作品社

494 がん免疫療法とは何か

本庶佑

岩波新書

ノーベル賞受賞晩餐会スピーチも収録

495 選べなかった命

河合香織／著

文藝春秋

出生前診断の誤診で生まれた子

779 ウチら棺桶まで永遠のランウェイ

ｋｅｍｉｏ

KADOKAWA

810

聞く・考える・話す留学生のための初
級にほんご会話

830 ポジティブになれる英語名言 101

アメリカ「科学不信」の現場から

スリーエーネット
初級者への日本語指導の参考に
ワーク
小池直己

岩波ジュニア新書

913.6 優しい音楽

瀬尾まいこ

双葉文庫

913.6 友達未遂

宮西真冬

講談社

913.6 シーソーモンスター

伊坂幸太郎

中央公論新社

913.6 百花

川村元気

文藝春秋

認知症がテーマの小説

913.6 同潤会代官山アパートメント

三上延

新潮社

４世代にわたる家族の絆を描く
小説に登場する架空のモノを注文する小川

913.6 注文の多い注文書

小川洋子＋クラフ
ト・エヴィング商会

ちくま文庫

と、「どんなものでも取り寄せる」クラフ
ト・エヴィング商会との物語の応酬。

913.6 彼女たちの場合は

江國香織

集英社

913.6 ノーサイドゲーム

池井戸潤

ダイヤモンド社

ドラマ「ノーサイド・ゲーム」原作

913.6 あおなり道場始末

葉室麟

双葉文庫

913.6 もののふの国

天野純希

中央公論新社

914.6 みらいめがね

荻上チキ

暮しの手帖社

914.6 人生パンク道場

町田康

角川文庫

916 僕が夫に出会うまで

七崎良輔

文藝春秋

916 ストーカーとの七〇〇日戦争

内澤旬子

文藝春秋

三兄姉弟が繰り返す道場破りの目的は？

それでは息がつまるので

夫夫（ふうふ）になった著者の赤裸々な体験談

