
                 平成 30 年 12 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 霧（ウラル）   桜木紫乃 小学館 北海道最東端・根室は、国境の町である。戦前からこの町を動かしてきた河之辺水産の社長には、三

人の娘がいた。長女智鶴は国政を目指す大旗運輸の御曹司に嫁ぎ、次女珠生は芸者を経て相羽組組長

の妻となり、三女早苗は金貸しの杉原家の次男を養子にして実家を継ぐことになっている。にわかに

解散風が吹いた総選挙で、智鶴の夫・大旗善司は、北方領土の早期返還を公約に掲げ、初当選を果た

した。選挙戦を支えたのは、珠生の夫・相羽重之が海峡でかき集めた汚れ金だった。三姉妹はそれぞ

れの愛を貫き、男の屍を越え生きてゆく。直木賞作家が贈る波瀾万丈エンタメ！ 

2 完本 1976年のアントニオ猪木   柳澤健 文春文庫 １９７０年を境に勢いを失った世界のプロレス。なぜ日本のプロレスだけが、その力を維持し続けた

のか。その謎を解くべく、アメリカ、韓国、オランダ、パキスタンを現地取材。１９７６年の猪木と

いう壮大なファンタジーの核心を抉る迫真のドキュメンタリー。単行本に大幅加筆し、猪木氏へのイ

ンタビューを含む完全版。 

3 火のないところに煙は   芦沢央 新潮社 「神楽坂を舞台に怪談を書きませんか」突然の依頼に、作家の「私」は、かつての凄惨な体験を振り

返る。解けない謎、救えなかった友人、そこから逃げ出した自分。「私」は、事件を小説として発表

することで情報を集めようとするが―。予測不可能な展開とどんでん返しの波状攻撃にあなたも必

ず騙される。一気読み不可避、寝不足必至！！読み始めたら引き返せない、戦慄の暗黒ミステリ！ 

4 「また、必ず会おう」と誰もが言った    喜多川秦 サンマーク出版 市井の大人たちとの縁から、少年は一生忘れることのない思い出を手にした。ベストセラー作家が描

く、輝きの物語。 

5 

沈黙のパレード   

東野圭吾 文藝春秋 突然行方不明になった町の人気娘が、数年後に遺体となって発見された。容疑者は、かつて草薙が担

当した少女殺害事件で無罪となった男。だが今回も証拠不十分で釈放されてしまう。さらにその男が

堂々と遺族たちの前に現れたことで、町全体を憎悪と義憤の空気が覆う。秋祭りのパレード当日、復

讐劇はいかにして遂げられたのか。殺害方法は？アリバイトリックは？超難問に突き当たった草薙

は、アメリカ帰りの湯川に助けを求める。 

6 
世界一伸びるストレッチ   

中野ジェーム

ズ修一 

サンマーク出版 最高に気持ちいい「伸び感」を、あなたに。「ひざや腰が痛む」「ずっと体が硬い」「伸びを実感でき

ない」…といった悩みに応えるストレッチ。 

7 
１日１ページ読むだけで身につく

世界の教養     

イヴィット・S・

キダー 

文嚮社 シリーズ累計１００万部ＮＹタイムズベストセラー！１日１ページ１５分で世界基準の知性が身に

つく！歴史・文学・芸術・科学・音楽・哲学・宗教の７分野から、教養を高める知識を３６５日分収

録！ 

8 筋肉をつくる食事・栄養パーフェ

クト事典  

岡田隆 ナツメ社 スポーツ科学×栄養学×ボディビル、筋トレ効果を最大限まで高める栄養摂取と食事法の最新メソ

ッド！ 

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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 書  名 作 者 名 出版社 内 容 紹 介 

9 
理論と実践 スポーツ栄養学      

鈴木志保子 日本文芸社 食事、サプリメント、水分補給、目的別の栄養管理、コンディショニングなどスポーツ栄養に関する

マネジメントを完全網羅。 

10 

敗れても敗れても 東大野球部

「百年の奮戦」    

門田隆将 中央公論新社 二〇一九年に「創部百年」を迎える東大野球部は、日本野球のルーツというべき伝統を誇る。戦火の

中、沖縄に消えた英雄や、「赤門旋風」の主役たち、１５０キロ左腕宮台康平らへの徹底取材を通じ

て、謎を秘めた集団を解剖する。野球の「本質」と、ひとつの目標に向かってひた走ることの「価値」

を思い出させる渾身のルポルタージュ。 

11 ラグビーもっと受けたいコーチン

グの授業       

徳増浩司 ベースボールマ

ガジン 

個性×１５の自己表現。子どもたちに“おもしろい”ラグビーを！ 

12 

正宗の遺言   

岩井三四二 エイチアンドアイ 小姓は見た！寛永十三年四月二十日。伊達六十二万石の太守は、“最後の暇乞い”のために齢七十の

病身をおして江戸へ向かった…。類まれな智略・謀略・軍略で秀吉、家康の両巨頭に抗い続け、懸命

に生き延びてきた“最後の戦国武将”伊達政宗。その死に臨む日々に寄り添った者だけが気づけた、

偽りなき英雄の姿―今わの際に発した四文字で、伊達政宗は自ら七十年の生涯を覆す衝撃のフィナ

ーレ！陸奥の英雄像に見直しを迫る問題作。 

13 

零號琴   

飛浩隆 早川書房 はるかな未来、特種楽器技芸士のセルジゥ・トロムボノクと相棒シェリュバンは、大富豪のパウル・

フェアフーフェンの誘いで惑星“美縟”に赴く。そこでは首都“磐記”全体に配置された古の巨大楽

器“美玉鐘”の５００年ぶりの再建を記念し、全住民参加の假面劇が演じられようとしていた。やが

て来たる上演の夜、秘曲“零號琴”が暴露する美縟の真実とは？飛浩隆、１６年ぶりとなる第二長篇。 

14 
スポーツの世界史   

坂上康博ほか 一色出版 スポーツはどのように生まれ、どのように世界史を創ってきたのか？国家戦略の要となり、世界の経

済や文化に影響を与え、人びとを熱狂させつづけるスポーツの歴史を描き出す。 

15 
科学のミカタ   

元村有希子 毎日新聞出版 科学がみえる、科学がわかる。どうつきあうか。ＡＩ、ゲノム、重力波―知れば知るほど面白い、知

らなきゃやばい、科学の世界の読み解き方。 

16 

わたし、定時で帰ります   

朱野帰子 新潮社 絶対に残業しないと決めている会社員の結衣。個性豊かな同僚たちに揉まれながら働く彼女の前に、

無茶な仕事を振って部下を潰すというブラック上司が現れて―。新時代を告げるお仕事小説、ここに

誕生！ 

17 

太平洋の精神史   

小野俊太郎 採流社 ヨーロッパの裏側にあり、食人種や奇怪な怪物の棲家として恐れられ、奴隷労働から核兵器までのあ

らゆる汚辱の舞台となってきた日米の間に広がる太平洋の持つ歴史的、文化史的意味を、文学や映画

を通して読み解くトランスパシフィック文化論！ 

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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18 

知ってるつもり   

S・スローマン、

P・ファーンバ

ック 

早川書房 インターネット検索しただけで、わかった気になりがち。極端な政治思想の持ち主ほど、政策の中身

を理解していない。多くの学生は文章を正しく読めていないが、そのことに気づいていない。人はな

ぜ、自らの理解度を過大評価してしまうのか？それにもかかわらず、私たちが高度な文明社会を営め

るのはなぜか？気鋭の認知科学者コンビが行動経済学から人工知能まで各分野の研究成果を総動員

して、人間の「知ってるつもり」の正体と、知性の本質に挑む。思考停止したくないすべての人必読

のノンフィクション。 

19 
それしかないわけないでしょう   

ヨシタケシン

スケ 

白泉社 たいへんなみらいしか、ないわけないでしょう！？考え方ひとつで楽しい未来が見えてくる！ＭＯ

Ｅ絵本屋さん大賞４冠作家、待望の新作絵本。 

20 大丈夫、君は可愛いから、君は絶

対、幸せになれるから  

yuzuka  KADOKAWA 恋を、いや人生をもっとラクチンにする上手な不機嫌の操り方、あります。Ｔｗｉｔｔｅｒフォロワ

ー数１０万人。背中を押してくれる言葉が人気のｙｕｚｕｋａ待望の女の子応援本。 

21 
凍った脳みそ   

後藤正文 シネマ社 アジカン・ゴッチの音楽スタジオ「コールド・ブレイン・スタジオ」。その空間で日夜起こる、脳み

そが凍るほどに理不尽でおかしな出来事と事件。 

22 

火焔の凶器 天久鷹央の事件カル

テ         

知念実希人 新潮文庫 安倍晴明と同時代に生きた平安時代の陰陽師・蘆屋炎蔵の墓を調査した大学准教授が、不審な死を遂

げる。死因は焼死。火の気がないところで、いきなり身体が発火しての死亡だった。殺人。事故。呪

い。さまざまな憶測が飛び交う中、天医会総合病院の女医・天久鷹央は真実を求め、調査を開始する。

だが、それは事件の始まりに過ぎなかった…。現役の医師が描く本格医療ミステリー！ 

23 
海賊の日本史   

山内譲 講談社現代新書 藤原純友、松浦党、倭寇、村上水軍…「海の国」日本に跳梁したまつろわぬ者たちの群像。「海賊」

から日本の歴史を読み直すユニークな試み！！！ 

24 

日本の醜さについて 都市とエゴイズ

ム        

井上章一 幻冬舎新書 個人主義で自己主張の強い欧米人とくらべ、日本人は集団主義的で協調性があり、「和をもって貴し」

とする民族だと言われてきた。しかし、ひとたび街に目をむければ、それはまちがいだと気づく。利

権まみれで雑多な東京。くいだおれ太郎やかに道楽など人形だらけの大阪。“千年の都”と称されな

がら破壊と建設をくりかえす京都。ローマと東京、ヴェネツィアと大阪、フィレンツェと京都―街並

をくらべると、近代化と自由化をすすめ謳歌するあまり、無秩序とエゴにおおわれたのは欧米ではな

く日本なのだ。都市景観と歴史が物語る、真の日本人の精神とは？ 

25 
賢い患者   

山口育子 岩波新書 患者・家族からの電話相談等のサポート活動を横糸に、自らのがん患者体験等を縦糸に、医療者や病

院、病気との賢い向き合い方を探る。 

26 

看る力 アガワ流介護入門   

阿川佐和子 文春新書 作家、インタビュアーとして活躍するいっぽう、九十四歳で亡くなった父・弘之氏を看取り、いまは

認知症の母の世話をするなど、介護経験豊富なアガワ。一万人以上のお年寄りと向き合い、六千人以

上の最期を看てきた高齢者医療の第一人者、大塚医師。二人が語る親＆伴侶の正しい介護法、理想的

な老後の生活術―。 

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 12 月新着図書一覧  №4        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 

27 

人間にとって病とは何か   

曾野綾子 幻冬舎新書 健康を願わない人はいないだろう。しかし、病気知らずの長寿が必ずしもいいとは限らない。なぜな

ら、人間は治らない病いを抱えることで自分の限界を知って謙虚になり、命をかけて成熟に向かうこ

とができるからだ。「健康なだけの肉体なんて始末が悪い」「心と体は予想を裏切るからこそおもしろ

い」「神経症的な異変は誰にでも起きる」「弱点のない人間はいない」「最期まで人間を失わないでい

られるか」等々、病気に振り回されず、満ち足りた一生を送るためのヒントが満載。 

28 

警察官白書   

古野まほろ 新潮新書 警察ほど奥深い組織はない。警察官は、人のどこを見ているのか？勤務時間や給料は？階級や人事

は？結婚や家庭生活は？刑事になる条件は？職務質問や逮捕の要件とは？情報処理や書類仕事の方

法とは？人間関係を円滑にする秘策は？彼らにとっての「正義」とは？警察キャリア出身の作家が、

交番、生安、刑事、交通、警備などを専門分野別に徹底プロファイル。全国２６万警察官の生身の姿

をリアルに描き出す。 

29 

日本語を翻訳するということ 失

われるもの 残るもの   

牧野成一 中公新書 「古池や蛙飛び込む水の音」芭蕉のこの俳句を英語で説明するとき、「蛙」をａ ｆｒｏｇとｆｒｏ

ｇｓのどちらで訳すべきだろうか。単数か複数かを決めないまま翻訳することは英語では許されな

い。ほかにも「ちらちら」「どんどん」などの擬音・擬態語、「雨ニモ負ケズ」の漢字カタカナ交じり

の表記、「顔が能面のようだ」といった比喩など、翻訳困難な日本語表現を紹介。夏目漱石も村上春

樹も登場する、海を越えた日本語論。 

30 

飛行の神髄（鎌形学園長寄贈本） 

加藤寛一郎 講談社 神業としかいいようのない飛行を、当たり前のようにこなしてしまう飛行機乗り。それは、どんな人

間なのか！？飛行の誇りと危険に賭ける熱き男たちに共通するものは、一体何なのか！著者自らも

Ｆ‐１５イーグルに搭乗。Ｇ６．５の世界に挑み、酸欠と加速度の怖さも体験！！究極の飛行のすべ

てを、ここに明かす。 

31 全国高等学校野球選手権大会 

100回史（平成 31年 3月予約入荷

予定） 

朝日新聞 朝日新聞出版 全国高等学校野球選手権大会 100回の記録 

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！ 

 

 

 


