新 着 案 内
『ボニンブルーのひかり』（白石 まみ）
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『宇宙兄弟 ３０』（小山 宙哉）

都内の大学を卒業し、特に夢もなく起業でもしよう
と漠然と考えていた瑛介は、バリバリの広告マンだ
った父が突然会社を休み始めたことをきっかけに、
唯一家族との記憶の残る小笠原諸島への移住を提
案。やがて父母とともに小笠原に渡った瑛介は、ツ
アーガイドの涼太や同い年の里彩たちと出会い、あ
る夢を見つけていく。

『小説言の葉の庭』（新海 誠）
雨の朝、静かな庭で出会ったふたりは、迷いな
がらも前に進もうとする。雨と緑に彩られた一
夏を描く同名劇場アニメーションを、監督が自
ら小説化。アニメでは描かれなかった人物やド
ラマを織り込んだ、新たなる作品世界。

『グッドジョブガールズ』（草野 たき）
『小説秒速５センチメートル』（新海 誠）

あかりには、由香と桃子というふたりの「悪友」が
いる。お互いに干渉しない、ドライで気軽な関係。
だから、家族の悩みも恋の悩みもぜったいにいわな
い。だが、それは、小学校生活最後の思い出づくり
でチアダンスをすると決めたときから、少しずつ摩
擦をおこす。人気ＹＡ作家が描く、過剰で繊細な女
の子のリアル。

いつも大切なことを教えてくれた明里、そんな
彼女を守ろうとした貴樹。小学校で出会った２
人は中学で離ればなれになり、それぞれの恋心
と魂は彷徨を続けていく。１人の少年を軸に描
かれる、３つの連作短編を収録。

スーパーコンピューター”SHARON”を太陽嵐に
よる電波障害から守るために船外活動へ出た六
太とエディは思わぬトラブルに巻き込まれてし
まった。六太はかつて日々人が落ちた峡谷から
抜け出せず、エディは酸欠で意識を失う絶体絶
命の危機を迎える。一方その頃、地球では“あ
の男”が宇宙を目指して訓練を始めていた。

『ときめく妖怪図鑑』
（門賀 美央子、アマヤギ堂）
さあ、心ときめくお化けの世界へ！ 妖怪、お化
け、化け物、モノノケなどと称される不思議な存
在／現象について、これだけは押さえておきたい
基本知識を、豊富な図版とイラストをまじえて、
分かりやすく紹介します。

『蜜蜂と遠雷』（恩田 陸）

『珈琲店タレーランの事件簿 ５ この鴛鴦茶が
おいしくなりますように』（岡崎 琢磨）

『ニッポンを解剖する！京都図鑑』

【直木賞（１５６（２０１６下半期））】養蜂家の父と
ともに各地を転々とし自宅にピアノを持たない少年、
かつての天才少女、サラリーマン。ピアノコンクール
を舞台に、人間の才能と運命、音楽を描いた青春群像
小説。
『星星峡』
『ポンツーン』連載を単行本化。

理想のコーヒーを探し求めるきっかけとなった初
恋の女性と、１１年ぶりに再会を果たしたアオヤ
マ。彼女に隠された秘密を解く鍵は−源氏物語。王
朝物語ゆかりの地を舞台に、美星の推理が冴えわ
たる！ 特別短編も収録。

京都の名所・文化を徹底解剖！ 一度は訪れたい
名所の秘密、国宝や重要文化財などに込められ
た当時の人々の思い、長い歴史の中で育まれて
きた古都の文化、京の味覚などを紹介する。
データ：２０１６年６月現在。

『ハリー・ポッターと呪いの子』

『Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 ６』

『医者のたまご、世界を転がる。』（中島 侑子）

（Ｊ.Ｋ.ローリング、ジョン・ティファニー、ジャック・ソーン）

（長月 達平）
大罪司教ペテルギウスへの復讐を誓い、王都へ
「死に戻り」したスバル。エミリアを救うための
協力者を求めて奔走するが、候補者たちはそんな
スバルに未熟者の烙印を押し、取り合おうとしな
い。『小説家になろう』連載を書籍化。

インドの奥地、ネパールの無医村、パキスタンの
テロリスト村。研修医終了と同時に世界へと飛び
出した著者が、どのような体験や出会いを経て救
命救急医になるに至ったかを綴る。各地で出会っ
た驚きの医療体験なども紹介。

「ハリー・ポッターと死の秘宝」での戦いから１９
年。ハリーとその次男アルバスは、ある不快な真実
を知ることに。舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」
の特別リハーサル版の脚本。３人の著者によるオリ
ジナル・ストーリー。

『ピーターラビットのすべて ビアトリクス・ポター 『赤髪の白雪姫 16』（あきづき 空太）
白雪がゼンの元を離れ、北の地・リリアスへ赴任
と英国を旅する』（辻丸 純一）
「ピーターラビット」をはじめ、作者ビアトリク
ス・ポターが描いた２４の作品の舞台を、彼女の
スケッチや水彩画、イギリス各地の美しいカラー
写真とともに紹介します。ビアトリクスの生涯に
も迫ります。

して 2 年、ゼンはイザナから北のウィラント城行
きを指示される。ゼンはミツヒデたちを伴いセレ
グ騎士団の基地へと向かうが、そこで出会ったの
は、ベルガット家からやってきたという謎の双子
で?

※ 皆さんからのリクエストを受け付けています！

『発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた
理由』（栗原 類）
８歳で発達障害と診断された栗原類は、なぜ自分
の才能を生かす居場所をみつけて輝けるように
なったのか。モデル・タレント・役者として歩ん
できたこれまでの道のりを語る。母、主治医、又
吉直樹のインタビューも収録。

『弱虫ペダル 48』（渡辺 航）
『ばらかもん 14』（ヨシノ サツキ）

新 着 案 内
～社会科学～
『大学図鑑！ ２０１８ 有名大学８１校のすべて
がわかる！』（オバタ カズユキ）
学生たちのリアルな“声”が満載の、自分に合った
大学選びのバイブル。校風は？ 環境は？ 就職状況
は？ 学部学科は？ 全国有名大学８１校をきれい
ごと一切なしで紹介する。
「大学選び７つのポイン
ト」等も収録。

～絵本～

『ぶるわん』

『おおきなおおきなにんじん』

（カルリ・ダビッドソン 著、安納 令奈 訳）
誰もが見たことある「ぶるっ」の瞬間、
犬たちはこんな顔をしていた！ 犬たち
が一心不乱に全身をぶるぶるさせている
瞬間をとらえた写真集。撮影のコツや里
親制度に対する考え方なども掲載。

（刀根 里衣）
うさぎのきょうだいが、おおきなお
おきなにんじんをみつけました。う
さぎのきょうだいはこのにんじん
で、みんながにっこりするつかいみ
ちをかんがえることにしました。な
にができるかな？なにができるか
な？夢がおおきく広がる絵本。

『オーロラ 瑠璃色のシンフォニー』

（ビル・プライス 著、井上 廣美 訳）
有史以来、人間は食卓を彩るさまざまな食物を
生み出してきた。トウモロコシ、麵、ジャガイ
モ、オリーヴオイル、ハンバーガー。現代文明
の発展に大きな影響をおよぼした５０の食物を
豊富な図版とともに紹介する

（内野 志織）
極北の地カナダで遭遇した光のファン
タジー。春夏秋冬を通して、オーロラの
「色」と「オーロラのある風景」にこだ
わり、約１０年かけてフィルムで撮影し
た写真集。

（池上 彰）
選挙についてしっかり学び、正しく知って、かし
こい有権者になろう。１は、なぜ選挙権が１８歳
に引き下げられたか、選挙の種類と方法、議会の
しくみなどを、写真やイラストとともに紹介す
る。池上彰のわかりやすい解説も掲載。

『わたしのココロはわたしのもの
不登校って言わないで』（プルスアルハ）
子どもとのかかわりのヒントとなる絵本。学校を
欠席して家にとどまる主人公ミクを力まず等身
大に描き、ミクが体験している世界や気持ちを伝
える。保護者や支援者への解説、相談先等も掲載。

『朝日新聞報道写真集 ２０１７
２０１６年１月〜１２月』（朝日新聞社）

『世界の難民の子どもたち』
（難民を助ける会）
新たな国に安住の地を求め、その国
の生活に必死に適応しようとする難
民の子どもたち。彼らの苦しみ、希
望、そして決意を描く。

熊本地震で死者５０人、リオデジャネイロ五輪
で史上最多のメダル獲得、オバマ米大統領が広
島へなど、重要ニュースの瞬間をカラーで特集。
２０１６年の報道写真を月ごとに掲載し解説。
訃報写真も収録。

～キミも英語多読に挑戦しよう！～

～その他～
『探検と冒険の歴史大図鑑 イラストレイテッド・アトラス』
（レイモンド・ジョン・ホージェイゴ）
小型の船を使った古代における遠出の旅から、深海や宇宙にいた
る現代の挑戦的な探検まで。歴史上の最初の試みにスポットライ
トを当て、探検家たちの移動手段、身支度、装備、探検ルートな
どを豊富な視覚資料と共に解説する。

『販売員・ファッションアドバイザーになるには』（浅野 惠子）
『理学療法士の一日』（ＷＩＬＬこども知育研究所）
『ニュース年鑑 2017』（池上 彰）
『日常のこんな日本語を英語で言いたい』（曽根田 憲三）
『世界植物記』（木原 浩）

２０１７年４月
伊丹西高校図書館

～写真集～

『図説世界史を変えた５０の食物』

『池上彰のみんなで考えよう１８歳からの選挙
１ 知れば知るほど面白い選挙』
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★多読とは？
やさしすぎるくらいの本から始めて、読む楽しさを味わいながら、とにかくたくさんの本を読むことで、
英文が読めるようになります。ゆっくりでもいいので、すこしずつ始めていきましょう。

『 IN AUNT LUCY’S KITCHIN 』
（Cynthia Rylant）
花屋を営む Lucy おばさんの家に居候
し て い る ３ 人 の 従 姉 妹 た ち 、 Lily 、
Rosie、Tess はクッキーのお店を始める
ことにしました。素敵な出会いが始まり
ます。シリーズは全部で６冊。心暖まる
可愛いらしいお話。次作に続きます。

『 Dinosaurs Before Dark 』
（Mary Pope Osborne）
Jack が妹と森を歩いていると、木の上
に小さな小屋があり、中にはたくさん
の本が。恐竜の本を手にして、「本物
の恐竜が見られたらなぁ。」と思わず
つぶやいた Jack。まさか本物の恐竜が
…?!マジックツリーハウスシリーズ
第１冊目。２８冊あります。

