
                 平成 30 年 7 月新着図書一覧  №１        東京学館浦安高等学校図書室 

 書  名 作 者 名 出版社 内 容 紹 介 

1 山猫クー 川口晴 河出書房新社 忘れないで、きっとあなたにもいる大切な人のこと。読めば会える、あなたの大切な人に、５０万部

突破のベストセラー『犬と私の１０の約束』原作者が構想１０年の時を経て贈る、世にも美しい物

語。 

2 呪われた土地の物語 ル・カレ，オリヴ

ィエ、ル・カレ，

シビル 

河出書房新社 異変、絶望、不吉、悪夢、不気味…神も悪魔も、予測さえできなかった地獄がここにある。人々の妄

想を掻き立て、語り継がれた呪われた土地４０の物語。 

3 離散数学「ものを分ける理論」 徳田雄洋 講談社 ２０世紀中期以降に発展した、問題解決のアルゴリズムを設計する離散数学を解説。とくに、「もの

を分ける」問題の理論を理解します。20 世紀中期以降、とくに発展した科学分野の 1 つが離散数学

です。離散数学はとびとびの対象物を扱い、アルゴリズムと呼ばれる問題解決の手順を作り出しま

す。本書では、離散数学の中でも「ものを分ける問題」を取り上げます。 

4 21世紀本格ミステリ映像大全 千街晶之 原書房 話題を呼んだ「映像の本格ミステリ」を、邦画・洋画からテレビドラマ、アニメ、バラエティにいた

るまで縦横無尽に紹介！ 「ＴＲＩＣＫ」「金田一少年の事件簿」から「貴族探偵」にいたる、話題

を呼んだ「映像の本格ミステリ」を、邦画・洋画からテレビドラマ、アニメ、バラエティにいたるま

で縦横無尽に紹介！ コラムやインタビューも交えた読んで楽しい本格ガイド！ 

5 世界を変えた 50人の女性科学者たち 野中モモ 創元社 科学・技術・工学・数学（ＳＴＥＭ）の分野で活躍しながら歴史の陰にかくれがちだった女性科学者

５０人、その驚くべき業績やバイタリティあふれる人生をチャーミングなイラストとともに紹介し

ます！ニューヨークタイムズベストセラー。サイエンス・フライデーＢｒａｉｎ Ｐｉｃｋｉｎｇｓ

２０１６年ベストサイエンスブック。 

6 

翻訳できない世界のことば 

前田まゆみ 創元社 他の言語に訳すときに一言では言い表せない「翻訳できない言葉」を世界中から集め、感性豊かな解

説と瀟洒なイラストを添えた。外国語のなかには、他の言語に訳すときに一言では言い表せないよう

な各国固有の言葉が存在する。本書は、この「翻訳できない言葉」を世界中から集め、著者の感性豊

かな解説と瀟洒なイラストを添えた世界一ユニークな単語集。言葉の背景にある文化や歴史、そして

コミュニケーションの機微を楽しみながら探究できる。小さなブログ記事が一夜にして世界中へ広

まった話題の書。ニューヨークタイムズ・ベストセラー。世界７カ国で刊行予定。 

7 

プラットフォームの経済学 

マカフィー，アン

ドリュー 

日経 BP 「企業はもはや過去の遺物？」「専門家はなぜ役に立たないのか？」『機械との競争』と『ザ・セカン

ド・、マシン・エイジ』の著者で、「テクノロジー失業」到来を訴えて反響を呼んだＭＩＴ（マサチ

ューセッツ工科大学）のコンビが、新たにテクノロジーによる「企業消滅」に挑んだ意欲作。 

8 

幻庵 上 

百田尚樹 文藝春秋 幻庵因碩とライバルの本因坊丈和は碁界最高権威「名人碁所」の座を巡り激闘を繰り広げた。大反響

の「週刊文春」連載、遂に書籍化。三千年前に中国で生まれたといわれる囲碁を、いまのようなかた

ちに進化させたのは、江戸時代の日本人だった。 

9 幻庵 下 百田尚樹 文藝春秋 ともに家元当主となった幻庵と丈和。頂点の座をめぐり、凄絶な闘いを繰り広げていく。 

生徒諸君・先生方・各教科など、皆様の図書購入リクエストをお待ちしています。図書購入リクエストは司書室まで！ 
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10 

誰かが足りない 

宮下奈都 双葉社 おいしいと評判のレストラン「ハライ」に、同じ時に訪れた６組の客の物語。仕事に納得がいってい

ない。認知症の症状がではじめた。ビデオを撮っていないと部屋の外に出られない。人の失敗の匂い

をかぎとってしまう―「足りない」を抱える事情はさまざまだが、前を向いて一歩踏み出そうとする

時、おいしい料理とともに始めたい。決心までの心の裡を丁寧に掬いあげ、本屋大賞にノミネートさ

れた感動作。 

11 

フォルトゥナの瞳 

百田尚樹 新潮文庫 幼い頃に家族を火事で失い天涯孤独の身となった木山慎一郎は友人も恋人もなく、自動車塗装工と

して黙々と働くだけの日々を送っていた。だが突然「他人の死の運命」を視る力を手に入れ、生活は

一変する。はじめて女性と愛し合うことを知った慎一郎の「死の迫る人を救いたい」という思いは、

無情にも彼を窮地へと追いやり…。生死を賭けた衝撃のラストに心震える、愛と運命の物語。 

12 

ざんねんな偉人伝 

真山知幸 学研プラス エジソン、野口英世、アインシュタインら、歴史を変え、時代を作った天才たち。しかし、彼らの素

顔は、失敗を繰り返し、トンデモ行動のオンパレードの超変わり者だった。それでも、彼らが時代を

超えて愛される理由とは？驚きながら楽しく読める、新しい伝記。 

13 
スポーツトレーナー 絶対になりたい 

小林英健、田中宣

彦 

現代書林 私たちはこうして夢を実現しました！最強のスポーツトレーナーになるための４つのステップ。 

14 

スポーツ栄養学 

寺田新 東京大学出版会 ついつい食べ過ぎてしまうのは、なぜ？エネルギーをためる脂肪と消費する脂肪の違いとは？「腹八

分目」で得られる効果とは？筋はなぜ肥大するのか？そこに食事はどのように影響するのか？高糖

質食、糖質制限食、高脂肪食、ケトン食、それぞれの効果の違いは？ｅｔｃ．―そのメカニズムにつ

いて、細胞・分子レベルからくわしく解説！ 

15 

甲子園、連れていきます！ 

渡辺元美 徳間書店 グラウンドで活躍する選手もいれば縁の下の部員もいる。陰で支え続けた寮母にしか見えてこない

球児たちの素顔。本書は野球ばかりではなくすべてのスポーツに打ち込む子どもとその家族を元気

づけるビタミン栄養剤だ！ 

16 

爆身 

大沢在昌 徳間書店 謎の人体発火は呪殺！？本名、年齢不詳。凄腕のボディガード・キリ。警護を依頼されたニュージー

ランド在住のフィッシングガイドが目前で爆死した。生前「自分は呪われている」という言葉を残し

て。謎のフィクサー・睦月の依頼でキリは事件の真相を追うことになるが。 

17 
テニス ダブルス全戦略ガイド 

杉山貴子 実業之日本社 ダブルスゲームで勝つための強化ポイントを、ポジショニング図で徹底詳解。“草トー・クイーン”

の戦略＆戦術を完全公開。 

18 
プリズン・ブック・クラブ 

ウォームズリー，

アン 

紀伊國屋書店 読書会運営に関わったカナダ人ジャーナリストによる胸に迫るノンフィクション！彼らが夢中にな

っているのはもはや麻薬ではなく書物なのだ。囚人たちの読書会。 

生徒諸君・先生方・各教科など、皆様の図書購入リクエストをお待ちしています。図書購入リクエストは司書室まで！ 

 



                 平成 30 年 7 月新着図書一覧  №3        東京学館浦安高等学校図書室 

 書  名 作 者 名 出版社 内 容 紹 介 

19 

小説 君の名は 

新海誠 KADOKAWA 山深い田舎町に暮らす女子高校生・三葉は、自分が男の子になる夢を見る。見慣れない部屋、見知ら

ぬ友人、目の前に広がるのは東京の街並み。一方、東京で暮らす男子高校生・瀧も、山奥の町で自分

が女子高校生になる夢を見る。やがて二人は夢の中で入れ替わっていることに気づくが―。出会うこ

とのない二人の出逢いから、運命の歯車が動き出す。長編アニメーション『君の名は。』の、新海誠

監督みずから執筆した原作小説。 

20 
倒れるときは前のめり 

有川浩 KADOKAWA 有川浩初のエッセイ集！デビュー書籍刊行前の２００３年～現在までの、想いがこもった全９４本

＋小説２編。 

21 

ジェリーフィッシュは凍らない 

市川憂人 東京創元社 第 26 回鮎川哲也賞受賞作 特殊技術で開発された、小型飛行船〈ジェリーフィッシュ〉。その発明

者であるファイファー教授を中心とした技術開発メンバー6 人は、次世代型ジェリーフィッシュの長

期航空試験に臨んでいた。ところがフライト中に、密室状態の艇内でメンバーの一人が死体となって

発見される。さらに、自動航行プログラムが暴走し、彼らは試験機ごと雪山に閉じ込められてしま

う。脱出する術もない中、次々と犠牲者が……。精緻な筆致で描く本格ミステリ、新時代の『そして

誰もいなくなった』登場！ 

22 

声がよくなる「舌力」のつくり方 

篠原さなえ 講談社 あなたの「舌使い」は間違っている！学校では教えない正しい声の出し方を伝授。すべての日本人に

贈る、きちんと話すためのテキスト。声のコンプレックス解消のために、誰も教えながった、誰もが

知っておくべきこと。滑舌が悪い、よく聞き返される、よい印象を持たれない……。誰もが抱えてい

る声の悩みの原因は「舌」にあった！ 日本語を話すために必要な舌の筋力＝「舌力」の不足が、声

を、さらには「ポカン口」「低位舌」「前位舌」「顎の変形」などを引き起こして、呼吸・姿勢・見た

目・運動能力から知的活動にまで悪影響を与えている。長年、「声の理論」を追究する著者が『「魅せ

る声」のつくり方』で発表した三大理論をさらに進化させ、すべての日本人に勧める「舌力トレーニ

ング」。将来ある子供たちよ、未来を変えたい大人たちよ、さあ、舌を鍛えよう！ 

23 
ざんねんないきもの事典 

今泉忠明 高橋書店 笑えて、ちょっとためになる！生き物たちのおどろきの真実。思わずつっこみたくなるいきもの１２

２種。 

24 続ざんねんないきもの事典 今泉忠明 高橋書店 トラは笑っちゃうほど狩りがヘタ…。残念すぎて愛おしい、思わずつっこみたくなる生き物続々。 

25 
続々ざんねんないきもの事典 

今泉忠明 高橋書店 チンパンジーは自分で自分をくすぐって笑う。笑えて、ちょっと勇気をもらえる生き物続々。こども

の本総選挙第１位、『ざんねんないきもの事典』最新刊！！ 

26 
やる気にさせる高校野球監督の名言 

田尻賢誉 ベースボールマガ

ジン社 

甲子園出場経験のある２２人の監督による、人を育てる言葉の数々。高校野球取材歴２０年の著者

が、これまでに出会った名言から厳選し一冊にまとめた、育成のバイブル。 

27 
36.4%のゴールはサイドから生まれる 

杉山茂樹 実業之日本社 プレッシング、サイドアタック、ボール支配率―日本サッカーを解明する！客観的データに裏付けさ

れたサッカー論。Ｊ１リーグ３０６試合と歴代日本代表５４試合計３６０試合を徹底分析！ 

生徒諸君・先生方・各教科など、皆様の図書購入リクエストをお待ちしています。図書購入リクエストは司書室まで！ 
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28 

カットバック 

今野敏 毎日新聞出版 特命を受けたＦＣ（Ｆｉｌｍ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ）室が警護する人気刑事映画のロケ現場。潜入

捜査官役の俳優が脚本通りの場所で殺された。新署長率いる大森署、捜査一課も合流し捜査を始める

警察。なんとしても撮影を続行したい俳優やロケ隊。「現場」で命を削る者たちがせめぎ合う中、犯

人を捕えることができるのか。 

29 

村に火をつけ、白痴になれ 

栗原康 岩波書店 ほとばしる情熱、躍動する文体で迫る、人間・野枝。筆一本を武器に、結婚制度や社会道徳と対決し

た伊藤野枝。彼女が生涯をかけて燃やそうとしたものは何なのか。恋も、仕事も、わがまま上等。お

金がなくても、なんとかなる。１００年前を疾走した彼女が、現代の閉塞を打ち破る。 

30 

100年後の世界 

鈴木貴之 化学同人 テクノロジーの進歩は、社会に大きな変化をもたらす。私たちは、現在のテクノロジー、そしてまだ

見ぬテクノロジーとどう付き合っていけばよいのだろうか。本書では、生殖医療、遺伝子操作、サイ

ボーグ、不老長寿、人工知能、仮想現実などを取り上げ、それぞれのテクノロジーの現状を整理し、

『ガタカ』『ロボコップ』『マトリックス』といったＳＦ映画も参照しながら、テクノロジーと社会の

関係を予測する。気鋭の哲学者による刺激的論考！ 

 

31 

漱石の家計簿 

山本芳明 教育評論社 ベストセラー作家、漱石は一体いくら稼いだのか？漱石の文学活動を経済的な視点から捉え直すと

ともに、死後に生じた経済効果、文化資産としての動向を明らかにする。 

 

32 
洗礼ダイアリー 

文月悠光 ポプラ社 中原中也賞を１８歳で受賞した平成生まれの詩人が、“生きづらさ”を言葉で解き放つ！記念すべき

初エッセイ集。 

33 
そろそろ左派は経済を語ろう 

ブレイディみ

かこ 

亜紀書房 日本のリベラル・左派の躓きの石は、「経済」という下部構造の忘却にあった！アイデンティティ政

治を超えて、「経済にデモクラシーを」求めよう。バージョンアップせよ、これが左派の最新型だ！ 

生徒諸君・先生方・各教科など、皆様の図書購入リクエストをお待ちしています。図書購入リクエストは司書室まで！ 

 

 


