
007-N やばいデジタル　（講談社現代新書） NHKスペシャル取材班 講談社
081-I-1863 江戸問答　（岩波新書） 田中優子 岩波書店
081-I-1864 地域衰退　（岩波新書） 宮崎雅人 岩波書店
081-I-1865 上杉鷹山　（岩波新書） 小関悠一郎 岩波書店
081-I-1866 倒産法入門　（岩波新書） 伊藤真 岩波書店
081-I-929 女の子はどう生きるか　（岩波ジュニア新書） 上野千鶴子 岩波書店
210-T-1 昭和史講義　戦後篇　上　（ちくま新書） 筒井清忠 筑摩書房
210-T-2 昭和史講義　戦後篇　下　（ちくま新書） 筒井清忠 筑摩書房
213-H 羽村市郷土博物館紀要 羽村市郷土博物館 編 羽村市教育委員会

213-K ふるさと国分寺のあゆみ 国分寺市史編さん委員会 編 国分寺市教育委員会

219-Y 甦れ!首里城 琉球新報社
302-ﾌ THIS IS JAPAN　（新潮文庫） ブレイディみかこ 新潮社
311-U 民主主義とは何か　（講談社現代新書） 宇野重規 講談社
386-F 武蔵府中くらやみ祭 府中市郷土の森博物館 編 府中市郷土の森博物館

726-S-11 完全版ピーナッツ全集　11巻 チャールズ・M・シュルツ 河出書房新社
726-S-12 完全版ピーナッツ全集　12巻 チャールズ・M・シュルツ 河出書房新社
726-S-13 完全版ピーナッツ全集　13巻 チャールズ・M・シュルツ 河出書房新社
726-S-14 完全版ピーナッツ全集　14巻 チャールズ・M・シュルツ 河出書房新社

081 726-S-15 完全版ピーナッツ全集　15巻 チャールズ・M・シュルツ 河出書房新社
I 726-S-16 完全版ピーナッツ全集　16巻 チャールズ・M・シュルツ 河出書房新社

929 726-S-17 完全版ピーナッツ全集　17巻 チャールズ・M・シュルツ 河出書房新社
726-S-18 完全版ピーナッツ全集　18巻 チャールズ・M・シュルツ 河出書房新社
726-S-19 完全版ピーナッツ全集　19巻 チャールズ・M・シュルツ 河出書房新社
726-S-20 完全版ピーナッツ全集　20巻 チャールズ・M・シュルツ 河出書房新社
726-S-21 完全版ピーナッツ全集　21巻 チャールズ・M・シュルツ 河出書房新社
726-S-22 完全版ピーナッツ全集　22巻 チャールズ・M・シュルツ 河出書房新社
726-S-23 完全版ピーナッツ全集　23巻 チャールズ・M・シュルツ 河出書房新社
726-S-24 完全版ピーナッツ全集　24巻 チャールズ・M・シュルツ 河出書房新社

830 726-S-25 完全版ピーナッツ全集　25巻 チャールズ・M・シュルツ 河出書房新社
S 726-S-26 完全版ピーナッツ全集　別巻 チャールズ・M・シュルツ 河出書房新社

830-S 世界一わかりやすい英語の勉強法 関正生 KADOKAWA
835-S 英文法再入門　（中公新書） 澤井康佑 中央公論新社
908-I-621 ベルリン1919　上　（岩波少年文庫） クラウス・コルドン 岩波書店
908-I-622 ベルリン1919　下　（岩波少年文庫） クラウス・コルドン 岩波書店
908-I-623 ベルリン1933　上　（岩波少年文庫） クラウス・コルドン 岩波書店
908-I-624 ベルリン1933　下　（岩波少年文庫） クラウス・コルドン 岩波書店
908-I-625 ベルリン1945　上　（岩波少年文庫） クラウス・コルドン 岩波書店
908-I-626 ベルリン1945　下　（岩波少年文庫） クラウス・コルドン 岩波書店

913 913-ｱ ハリネズミは月を見上げる あさのあつこ 新潮社
ヌ 913-ｱ 明けない夜のフラグメンツ　（メディアファクトリー文庫） 青海野灰 KADOKAWA

913-ｵ 母影 尾崎世界観 新潮社
913-ｶ 屋根をかける人　（角川文庫） 門井慶喜 KADOKAWA
913-ﾃ どうしてわたしはあの子じゃないの 寺地はるな 双葉社
913-ﾅ 滅びの前のシャングリラ 凪良ゆう 中央公論新社
913-ﾇ 沖晴くんの涙を殺して 額賀澪 双葉社
913-ﾊ お父さんはユーチューバー 浜口倫太郎 双葉社
913-ﾏ 52ヘルツのクジラたち 町田そのこ 中央公論新社
913-ﾕ JR上野駅公園口　（河出文庫） 柳美里 河出書房新社

913 913-ﾜ 私をくいとめて　（朝日文庫） 綿矢りさ 朝日新聞出版
ハ
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今月入った新しい本

　小学校5年生の海香は、宮古島に住む絵を描くのが大好きな女の子。ゲストハウスを営む父
親と、お手伝いの2人と暮らしています。父は、ゲストハウスだけでは収入が少ないので、すぐ
に何か新しいことを始めては失敗ばかり。そんなある日、今度はユーチューバーになると言い
出しました。最初は、面白くもない動画を撮っている父親を冷ややかに見ていた海香も、親子
喧嘩の動画を載せてバズったことがきっかけで、父親のYouTubeに出演するようになりま
す。父の動画は人気が出て、収入も入るようになったのですが、父はさらに視聴数を伸ばした
いとだんだん過激なことをやり始めます。そしてついに事件が起こります。

浜口倫太郎/著　　　　　双葉社

立川女子高等学校図書館　　

今月の新着図書から

　休校からスタートした2020年度もまもなく終了します。新型コロナウイル
スの流行で我慢の年になりましたね。皆さんにとって、どんな1年間だったで
しょうか？
　小説の世界には、時代が反映されることがよくあります。10年前、我慢を強
いられた人がたくさんいた東日本大震災もその１つ。小説にもたくさん描か
れました。図書館で震災関係の本を展示しています。

『女の子はどう生きるか』
上野千鶴子/著　　　　　岩波書店

　3月8日は、ジェンダー平等の社会実現に向け、国連が制定した「国際女性デー」でした。
日本は、男女格差を測るジェンダー・ギャップ指数が153ケ国中１２１位なのだそうです。いま、
女子校にいる皆さんは、男女格差をそれほど気にせずに過ごすことができているかもしれませ
んが、世の中にはまだ格差が残っています。そんな中で、女性がどのように生きていけば良い
のかを、社会学者の上野千鶴子さんが答えている本です。この本には、いまだにそんな男女格
差ある？と思うようなことも載っています。でも、まだあるから載っているのですよね。

『沖晴君の涙を殺して』
額賀澪/著　　　　　双葉社

　階段町にあるカフェの孫娘・京香は、余命1年を宣告され、東京での音楽教師の仕事を辞
め、結婚を考えていた彼氏とも別れ、この町に戻ってきました。隣の古民家には、津波で家族
を失い、さらに喜び以外の感情も失った高校生・沖晴が一人で住んでいて、京香の祖母が面
倒をみていました。ある朝、お弁当を忘れていった沖晴のため、京香は自分の母校でもある学
校へ届けに行き、合唱部の顧問からせっかくなら手伝ってと練習の手伝いを始めます。どこか
掴みどころのない沖晴のことが気になる京香は、「死神と取引をした」という話を信じてくれま
すか？と彼に問われます。

『お父さんはユーチューバー』

『世界一わかりやすい英語の勉強法』
関正生/著　　　　　KADOKAWA

　学校でも取り入れているスタディサプリ。皆さんは、配信される課題以外の動画を見たこと
ありますか？宿題ではなくても自由に見られるので、いろいろ見てほしいのですが、この本の
著者はそのスタサプの有名な英語講師です。
　英語の勉強の仕方がわからない人のために、具体的なアドバイスをしてくれています。社会
人に向けて書かれていますが、勉強のモチベーションの保ち方、単語の覚え方、リスニングの
勉強の仕方など、「なるほど！」と思うことがあり、高校生にもピッタリです。英語をしっかり勉
強したいと思っている人は、この本を読んでから、スタサプもぜひ。
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