
081-I-1912 人権と国家　（岩波新書） 筒井清輝 岩波書店
081-I-1913 政治責任　（岩波新書） 鵜飼健史 岩波書店
081-I-1914 土地は誰のものか　（岩波新書） 五十嵐敬喜 岩波書店
081-I-1915 検証政治改革　（岩波新書） 川上高志 岩波書店
081-I-1916 東京大空襲の戦後史　（岩波新書） 栗原俊雄 岩波書店
081-I-947 〈読む〉という冒険　（岩波ジュニア新書） 佐藤和哉 岩波書店
081-I-948 私たちのサステイナビリティ　（岩波ジュニア新書） 工藤尚悟 岩波書店
140-D ようこそ、心理学部へ　（ちくまプリマー新書） 同志社大学心理学部 編 筑摩書房
141-K モチべーションの心理学　（中公新書） 鹿毛雅治 中央公論新社
289-K 北里柴三郎　（ちくまプリマー新書） 海堂尊 筑摩書房
302-H 「日本」ってどんな国?　（ちくまプリマー新書） 本田由紀 筑摩書房
335-B 図解はじめて学ぶみんなのビジネス ララ・ブライアン 晶文社
336-H 5日間で言葉が「思いつかない」「まとまらない」「伝わらない」がなくなる本 ひきたよしあき 大和出版
337-R 図解はじめて学ぶみんなのお金 エディ・レイノルズ 晶文社
361-I 「人それぞれ」がさみしい　（ちくまプリマー新書） 石田光規 筑摩書房
366-N-157 土木技術者になるには 三上美絵 ぺりかん社

336 366-N-23 外交官になるには 飯島一考 ぺりかん社
H 410-S 数学クラスタが集まって本気で大喜利してみた 数学を愛する会会長いっくん KADOKAWA

596-C 調理の基本まるわかり便利帳 松本仲子 女子栄養大学出版部

687-S こんなに違うJALとANA　（交通新聞社新書） 杉浦一機 交通新聞社
726-S 1秒できゅんとする!ほのぼのザわーるど すぐる画伯 宝島社
726-S せかいでさいしょにズボンをはいた女の子 キース・ネグレー 光村教育図書
817-O 高校の古文読解が1冊でしっかりわかる本 岡本梨奈 かんき出版
829-H 韓国語の語源図鑑 阪堂千津子 かんき出版
834-S 英熟語図鑑 清水建二 かんき出版
835-H 高校の英文法・語法が1冊でしっかりわかる本 肘井学 かんき出版

913 913-ｱ 赤と青とエスキース 青山美智子 PHP研究所
ア 913-ｱ 同志少女よ、敵を撃て 逢坂冬馬 早川書房

913-ｱ あめつちのうた　（講談社文庫） 朝倉宏景 講談社
913-ｱ Bling Bling　（集英社オレンジ文庫） 相羽鈴 集英社
913-ｱ 小さき者へ・生れ出づる悩み　（新潮文庫） 有島武郎 新潮社
913-ｱ-9 これは経費で落ちません!　９　（集英社オレンジ文庫） 青木祐子 集英社
913-ｲ 彼方の友へ　（実業之日本社文庫） 伊吹有喜 実業之日本社
913-ｶ 水底図書館　（ポプラ文庫） 金子ユミ ポプラ社
913-ｺ ハジメテヒラク こまつあやこ 講談社
913-ｼ はじめての 島本理生 水鈴社

913 913-ｼ 愛じゃないならこれは何 斜線堂有紀 集英社
ア 913-ﾄ-2 甲の薬は乙の毒　（宝島社文庫） 塔山郁 宝島社

913-ﾄ-3 毒をもって毒を制す　（宝島社文庫） 塔山郁 宝島社
913-ﾄ-4 病は気から、死は薬から　（宝島社文庫） 塔山郁 宝島社
913-ﾋ-1 探偵少女アリサの事件簿　溝ノ口より愛をこめて　（幻冬舎文庫） 東川篤哉 幻冬舎
913-ﾋ-2 探偵少女アリサの事件簿　今回は泣かずにやっています　（幻冬舎文庫） 東川篤哉 幻冬舎
913-ﾐ-10 ビブリア古書堂の事件手帖　Ⅲ　扉子と虚ろな夢　（メディアワークス文庫） 三上延 KADOKAWA
913-ﾔ 人形姫 山本幸久 PHP研究所
929-ﾁ ミカンの味 チョ ・ナムジュ 朝日新聞出版
933-ｽ 宝島　（光文社古典新訳文庫） スティーブンスン 光文社

913 933-ﾌ 華氏451度　新訳版　（ハヤカワ文庫） レイ・ブラッドベリ 早川書房
シ 953-ﾓ テレーズ・デスケルウ　（講談社文芸文庫） フランソワ・モーリアック 講談社

973-ﾌ 紙の心 エリーザ・プリチェッリ・グエッラ 岩波書店

　図書館だより　　  4月号    　　　　　　2022年4月27日

請求記号 書 名 著者名立川女子高等学校図書館　　 出 版 者

今月入った新しい本

　4人の直木賞作家が、それぞれ「はじめて」をモチーフに描いた小説です。実は、この本、それ
だけではなく、音楽ユニットYOASOBIとのコラボレーションされることが決まっています。
　すでに、島本理生さんの小説「私だけの所有者」はアンドロイドとその所有者の間にあった出
来事の物語で、楽曲になり公開されています。
　辻村深月さんは家出した女の子の話「ユーレイ」、宮部みゆきさんは並行世界で娘がテロへ
の関与を疑われた父の話「色違いのトランプ」、森絵都さんは幼馴染との恋の話「ヒカリノタネ」
を描いていて、今後楽曲も公開される予定です。

島本理生　ほか/著　　　　　水鈴社

　普段、「やばい」「うざい」「ビミョー」「アレ」で会話していませんか？
　このような言葉で会話が成立する同世代の友だちと話している間は良いですが、社会に出る
と歳の離れた人と仕事をしなければいけなくなります。自分の考えていることを言葉で伝えな
いといけない場面がたくさん出てきます。そんな時に、「やばい」「ビミョー」では伝わりません。
　この本は、語彙力や表現力がない人が、表現できるようになるコツを教えてくれています。3
年生は、面接対策に読んでおくのも良いかもしれません。

『Bling Bling』
相羽鈴/著　　　　　集英社オレンジ文庫

　入学した高校にダンス部がなかった星は、一念発起してダンス部をつくります。2年生にな
り、初めて出場する夏の大会で踊るための曲をネットで探していた星は、「Bling Bling」とい
う作者不明の曲を見つけます。この曲で踊りたいと思ったものの、手掛かりは無し。そんなある
日、駅前の広場でその曲を歌う女の子に出会います。星はその女の子に曲が好きなことを伝
えましたが、それが精一杯。しかし、諦めきれず再びその女の子に会いに行きます。星が
「Bling Bling」の曲をダンスの大会に使わせてほしいとお願いすると、思わぬ展開になりま
す。

『はじめての』

『赤と青とエスキース』
青山美智子/著　　　　　PHP研究所

今月の新着図書から

　進級・入学おめでとうございます。
　この「図書館だより」は、毎月1回発行し、その月に新しく入った本を紹
介しています。
　ここに載せた本は、1か月間図書館内の新着図書コーナーに置いてあり
ますので、読みたい本があったら借りにきてくださいね。
　いつでも、みなさんをお待ちしています。

『5日間で言葉が「思いつかない」「まとまらない」「伝わらない」がなくなる本
ひきたよしあき/著　　　　　大和出版

　2022年本屋大賞が発表されました。この図書館だよりの片面で図書委員さんが紹介してく
れています。その第２位になった作品です。皆さんは、１位の作品よりもこちらのほうが読みや
すいかもしれません。
　メルボルンに留学したレイは、ブーという男性と期間限定の恋人同士になります。レイの帰国
が近づいたある日、水彩画を独学で描いているジャックのアトリエをブーと訪れたレイは、絵の
モデルを頼まれます。その時に、ジャックが描いた「エスキース（下絵）」がこの物語のキーワー
ド。この3人を中心に、エスキースが絡んでお話が進んでいきます。
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