新 着 案 内
『宝島 ＨＥＲＯ’ｓ ＩＳＬＡＮＤ』 （真藤 順丈）
【直木賞（第１６０回直木賞受賞作】
【（第９回山田風太郎賞受賞作】
英雄を失った島に、新たな魂が立ち上がる。固い絆
で結ばれた幼馴染み、グスク、レイ、ヤマコ。彼ら
は警官になり、教師になり、テロリストになり、同
じ夢に向かった。青春と革命の一大叙事詩。

『フーガはユーガ ＴＷＩＮＳ ＴＥＬＥＰＯＲＴ ＴＡＬＥ』
（伊坂 幸太郎）
仙台市内のファミレスで、常盤優我は語り出した。双
子の弟・風我のこと、決して幸せでなかった子供時代
のこと、そして、彼ら兄弟だけの特別な「アレ」のこ
とを。不思議で、切ない、長編小説。

『ニムロッド』 （上田 岳弘）
【第１６０回芥川賞受賞作】
やがて僕たちは、個であることをやめ、全能に
なって世界に溶ける。あらゆるものが情報化す
る不穏な社会をどう生きるか。
新時代の仮想通貨（ビットコイン）小説。

『１Ｒ１分３４秒』 （町屋 良平）
【第１６０回芥川賞受賞作】
考えすぎてばかりいる、２１歳プロボクサーの
ぼくは、自分の弱さに、その人生に厭きていた。
駆け出しトレーナーの変わり者、ウメキチとの
練習の日々が、ぼくを、その心身を、世界を変
えていく。

『さざなみのよる』 （木皿 泉）
『熱帯』 （森見 登美彦）

小国ナスミ、享年４３歳。息をひきとった瞬間か
沈黙読書会で見かけた奇妙な本「熱帯」。それは、 ら、その死は湖に落ちたひと雫の波紋のように、
どうしても「読み終えられない本」だった。結末を 家族や知人へと広がっていく。命のまばゆいきら
求めて悶えるメンバーが集結し、世紀の謎に挑む！ めきを描いた感動と祝福の物語。５年ぶりの小説、
第２作。

『ひと』 （小野寺 史宜）
母が急死し、たった１人になった２０歳の柏木聖輔。
空腹に負けて吸い寄せられた商店街の惣菜屋で、聖
輔は買おうとしていた最後に残った５０円のコロッ
ケを見知らぬお婆さんに譲った。それが運命を変え
るとも知らずに。

『ひとつむぎの手』 （知念 実希人）
大学病院で過酷な勤務に耐える平良祐介は、医局
の最高権力者・赤石教授に３人の研修医の指導を
指示される。さらに、赤石が論文データを捏造し
たと告発する怪文書が出回り、祐介は「犯人探し」
を命じられる。

『ソードアート・オンライン ２１ ユナイタル・リング １ 』 （川原 礫）
『ソードアート・オンラインプログレッシブ ６ 』 （川原 礫）

『火のないところに煙は』 （芦沢 央）
「神楽坂を舞台にした怪談」を依頼された作家の
「私」は、かつての凄惨な体験を振り返り、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。

『本と鍵の季節』 （米沢 穂信）
高校２年の図書委員、次郎と詩門は、先輩から亡
くなった祖父が遺した金庫の鍵の番号を探り当て
てほしいと言われる。図書室に持ち込まれる謎に、
ふたりの男子高校生が挑む。全６編を収録。

皆さんからのリクエストを
受け付けています！

Ｎ Ｏ ．５
２０１９年 ３月
伊丹西高校図書館
『極夜行』 （角幡 唯介）
【２０１８年Ｙａｈｏｏ！ニュース｜本屋大賞
ノンフィクション本大賞受賞作】
【第４５回大佛次郎賞受賞作】
暗闇のなか、氷床を歩き続け３カ月ぶりに太陽
を見た時、人は何を思うのか。太陽が昇らない
冬の北極を、一頭の犬とともに命懸けで体感し
た探検家がつづる冒険ノンフィクション。

『ある男』 （平野 啓一郎）
【第７０回読売文学賞小説賞受賞作】
里枝には、２歳の次男を脳腫瘍で失って、夫と別
れた過去があった。長男を引き取り、１４年ぶり
に故郷に戻ったあと、
「大祐」と再婚するが、
「大
祐」は事故で命を落とす。さらに、衝撃の事実が。

『ベルリンは晴れているか』 （深緑 野分）
１９４５年７月、４カ国統治下のベルリン。米
国の兵員食堂で働くドイツ人少女アウグステ
は、恩人の男の不審な死を知り、彼の甥に訃報
を伝えるため旅立つ。しかし、なぜか陽気な泥
棒を道連れにする羽目になる。歴史ミステリー。

『８６−エイティシックス− Ｅｐ．５ 死よ、驕るな
かれ 』 （安里アサト）
レーナたち「第８６機動打撃群」は、白い斥候型
が目撃されたという「ロア＝グレキア連合王国」
へと向かう。だが極寒の森に潜む敵が、死が、彼
らを翻弄する。

『結物語』 （西尾 維新）
怪異譚となる前の“風説”を取り締まる直江津署
風説課で働きはじめた警察官・阿良々木暦。町を
離れた、ひたぎと翼。２３歳になった３人が選ぶ
道と、暦が最後に伝える想いとは。
完結物語シリーズ、オフシーズンの最終作。

『ソードアート・オンラインオルタナティブ
ガンゲイル・オンライン ９ フォース・スクワッド・ジャム 下』
（時雨沢 恵一）

新 着 案 内
～社会科学～
『日本の裁判がわかる本 弁護士・検察官・裁判官
の仕事と役割』 （ベリーベスト法律事務所）
ゲーム「逆転裁判」シリーズに登場するキャラクタ
ーたちとともに、日本の裁判について学べる本。裁
判の基礎知識から、弁護士・検察官・裁判官の仕事、
裁判の仕組みまで、わかりやすく解説する。

Ｎ Ｏ ．５
２０１９年３月
伊丹西高校図書館

～自然科学～

～漫画～

『美しい科学の世界 ビジュアル科学図鑑』
（伊知地 国夫）

『学校へ行けない僕と９人の先生』
（棚園 正一）

万年筆用の赤インクを蒸発させて顕微鏡で覗く
と。蚊取り線香の煙を一眼レフカメラで撮影す
ると。身近なものを拡大したり、暗い光を写し
たり、瞬間的な形や、時間をかけて変化する形
をとらえたビジュアル科学図鑑。

鳥山明先生と出会い、少年は生きる希望を見つ
けた。小〜中学校時代、不登校だった著者の実
体験を基にした物語。学校へ行けない日々、「9
人の先生」との出会いと別れを通じて、喜び、
傷つきながら成長していく少年の姿を描く。

『よくわかる元素キャラ図鑑
地球の材料を知ろう！』 （左巻 健男）

『共感スイッチ』 （浜崎 慎治）
なぜあのＣＭは１５秒で「伝わる」のか？ ＣＭ
ディレクター・浜崎慎治が、相手の「共感」を
得るために意識している「共感スイッチ」の主
な特徴と、「おもしろスイッチ」「朝ドラスイッ
チ」など具体的な８種について紹介する。

物をつくっている究極の成分、元素。なじみ
の深い元素が個性あふれるおもしろいキャラ
クターに変身！ それぞれの元素の性質や特
徴、用途などをわかりやすく解説します。

『この世界の片隅に』 （こうの ふみよ）
平成の名作・ロングセラー「夕凪の街 桜の国」
の第 2 弾ともいうべき本作。戦中の広島県の
軍都、呉を舞台にした家族ドラマ。主人公、
すずは広島市から呉へ嫁ぎ、新しい家族、新
しい街、新しい世界に戸惑う。しかし、一日
一日を確かに健気に生きていく。

『ロシアンブルー先生に教わる
美しいしぐさとマニャー』 （岩下 宣子）

『宙ガールバイブル
星空観察に出かけよう☆』 （永田 美絵）

『母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思っ
た。』 （宮川 さとし）

マニャー界のカリスマ・ロシアンブルー先生が、
マニャー美人（美猫！？）になるための極意を伝
授する。日常、食事、外出先、お祝い、およばれ
などシーン別に、美しいしぐさとマナーを猫のイ
ラストと一緒にわかりやすく紹介。

見上げればそこは、ワクワクの世界！ 星が好
き、宇宙が好きな「宙ガール」たちに向けて、
四季の天文現象を解説し、全国各地で行われて
いる宙のイベントや、おすすめの星空観測スポ
ットなどを紹介します。

母を失った後の日々で僕が知った、最愛の存在
がいない世界とその死の本当の意味。死後１年、
母から届いたスペシャルな贈り物とは。涙と希
望に溢れる家族エッセイ漫画。特別編も収録。
２０１９年２月公開映画の原作。

～その他～
『チコっと冒険Ｆｉｒｓｔ Ｅｔｅｒｎａｌ Ｆｉｖｅ ＣＨＩＣＯ
チコちゃんに叱られる！ビジュアルファンブック』 （CHICO）
プライベートのチコちゃんや、長瀞を旅するチコちゃんなど、Ｎ
ＨＫテレビ番組「チコちゃんに叱られる！」で人気のチコちゃん
が満載のビジュアルファンブック。チコちゃんへの１００の質問
も収録。

『信長もビックリ！？ 科学でツッコむ日本の歴史
だから教科書にのらなかった』 （ひらばやし じゅん）
毛利元就の「３本の矢」は、６０ｋｇのものを持ちあげる力があれば
簡単に折れちゃう！ 法隆寺五重塔は１階建て！ みんなが知ってい
る日本の歴史を、科学の視点で解説する。３５話を収録。

～キミも英語多読に挑戦しよう！～
★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。

『BABE -THE SHEEP PIG』
（Dick King-Smith）
One day, Farmer Hogget wins a young pig.
He likes the pig, but he is a sheep farmer
not a pig farmer. Mrs Hogget wants the pig
for the dinner table. The little pig has other
ideas, and he's a very clever pig...

『生きた英語表現を楽しく学ぶ絵
辞典 イディオム・省略表現・日常表
現・両義語句・メタファーなど 』（マイケ
ル・バートン著/幸恵・テーラー訳）
高機能自閉症の著者が実際に日常生
活で遭遇し理解出来なかった語句を、
イラストと本当の意味を添えて、楽し
くわかりやすく紹介する。

