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中学生
～高校生

041 / ｿ 創造するということ 宇野重規／著 筑摩書房 2018.10 4-480-68333-X
ちくまプリマー
新書

変化の激しい時代を生き抜く“考える力”を育む「中
学生からの大学講義」続編完結。「創造するというこ
と」をテーマに、宇野重規、東浩紀、原研哉、堀江敏
幸ら知の最前線で活躍する７人の講義を収録する。

840

中学生
～高校生

210 / ｲ 生きづらい明治社会 松沢裕作／著 岩波書店 2018.9 4-00-500883-6
岩波ジュニア
新書

日本が近代化に向けて大きな一歩を踏み出した明
治時代は、実はとても厳しい社会だった。社会が大
きく変化する中、厳しい競争のなかで結果を出せず
敗れた人々にとって、明治とはどんな社会だったの
か。不安と競争をキーワードに明治社会を読み解
く。

800
日本－歴
史－明治
時代

中学生
～高校生

371 / ｲ 居場所がほしい 浅見直輝／著 岩波書店 2018.9 4-00-500884-4
岩波ジュニア
新書

中学時代に２年近くにわたる不登校・引きこもりを経
験。昼夜逆転の生活の中でネトゲに没頭するも、一
念発起して高校、大学へ進学。ネガティブに語られ
がちな「不登校」を、人生のチャンスと考え生きる著
者が語る過去、今、そして夢。

820 不登校

中学生
～高校生

371 / ﾁ
〈超・多国籍学校〉は今日も
にぎやか！

菊池聡／著 岩波書店 2018.11 4-00-500886-0
岩波ジュニア
新書

横浜市立飯田北いちょう小学校には、外国籍の児童
や親が外国籍である児童など、外国に関係のある
児童が多く学んでいる。国際教室担当として多様な
文化を尊重する学校の環境づくりに長く携わってき
た著者が、多文化共生教育の実践を語る。

820
多文化教
育

高校生～ 376.8 / ｱｻﾉ 医学部 浅野恵子／著 ぺりかん社 2018.9 4-8315-1514-0
なるにはＢＯ
ＯＫＳ

学部で学ぶことやキャンパスライフ、卒業後の進路
までを実際に取材して、わかりやすく説明するシリー
ズ。第８弾は、学んだ内容が仕事に直結する医学部
の実際を教授や学生、卒業生のインタビューと丁寧
なＱ＆Ａで解説する。

1,600
入学試験
－大学

中学生
～高校生

420 / ﾌﾂﾘ 物理のきほん　力学編 ニュートンプレス 2018.8 4-315-52116-7
ニュートン
ムック

「物理」は,ポイントをしっかりおさえていくことで,確実
に先に進んでいける科目です。なかでも「力学」は根
幹となる分野であり,さまざまな分野で必要となりま
す。また,力学を知れば,身のまわりの現象の“隠れた
裏側"が理解でき,世界の見方がかわるはずです。

680 物理学

中学生
～高校生

495 / ｺ 国境なき助産師が行く 小島毬奈／著 筑摩書房 2018.10 4-480-68336-4
ちくまプリマー
新書

貧困、病気、教育の不足、女性の地位の低さ、レイ
プなど、難民の現実は厳しい。でも、また行きたくな
る不思議な魅力がある。「国境なき助産師」の活動を
内側から伝える１冊。

840 助産師

中学生
～高校生

498 / ｼ 死体が教えてくれたこと 上野正彦／著 河出書房新社 2018.9 4-309-61715-8
１４歳の世渡
り術

２万体の検死解剖を行った法医学の第一人者が初
めて若者に向けた１冊。声なき者の声をきくというこ
と、どんな境遇でも生き抜くべき命の大切さを、８９年
の生涯を振り返りながら説く。

1,350 検屍

高校生～ 782.3 / ｽﾑｽ
スムーズな走りを極める！
陸上競技ハードル

山崎一彦／監修 メイツ出版 2018.11 4-7804-2100-4
コツがわかる
本

ハードルで「勝つ」走りが身につくテキスト。フォーム
やリズムのポイントからレース戦略のコツまで、最高
のパフォーマンスを発揮する秘訣が満載。それぞれ
の局面をレベルアップさせるためのトレーニングも紹
介する。

1,630
ハードル
競走

高校生～ 908 / ｺｺﾛ
心に風が吹いてくる青春文
学アンソロジー

高山実佐／編 三省堂 2018.8 4-385-36234-3

「トマト・ケチャップ・ス」（東直子）、「スコーレＮｏ．４」
（宮下奈都）、「亜美ちゃんは美人」（綿矢りさ）…。若
い読者に読んでほしい青春文学の傑作（小説・エッ
セイ・詩・短歌・俳句）を厳選して収録。簡単な解説と
ブックガイド、コラム付き。

1,900

請求記号
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高校生～ 911.5 / ｵｶｻ 鳥類学フィールド・ノート 小笠原鳥類／著 七月堂 2018.6 4-87944-325-5

「生き物たちの安全で安心な楽園はどこだ　みーん
なこの地球の仲間たち」…。小笠原鳥類の入門書と
もいえる１冊。現代詩手帖やフリーペーパー、ブログ
などに発表された詩に書き下ろしの作品を収録。

1,800

高校生～ 913.6 / ｱﾋｺ 凜の弦音 我孫子武丸／著 光文社 2018.10 4-334-91247-8

翠星学園高校１年生の篠崎凜。ひたすら弓道に打ち
込む少女。そんな凜が師匠、棚橋先生の家で殺人
事件に巻き込まれ、事件を解決。「弓道名人は名探
偵」と校内新聞で取り上げられて…。

1,600

高校生～ 913.6 / ｱﾗｲ ゆっくり十まで 新井素子／著 キノブックス 2018.9 4-909689-11-7

前世が雪女だった女の子、寂しい王妃様から、車、
消火器まで、個性豊かな主人公たちの「だいすき」が
詰まったショートショート集。ＷＥＢマガジン『キノノ
キ』連載を書籍化。

1,400

中学生～ 913 / ｲﾄ ぼくらの一歩 いとうみく／作 アリス館 2018.10 4-7520-0854-8

「５０メートル向こうで、ぜってー笑おう」。それぞれが
異なる思いを抱えて、それでも一緒に、前を向く。目
指すのは、８秒台。一度も出したことのない、とんで
もないタイム…。爽やか青春児童文学。

1,400

高校生～ 913.6 / ｲﾏﾑ ひゃっか！ 今村翔吾／著 文響社 2018.10 4-86651-096-X

女子高生・大塚春乃は祖母のため、父の郷里・香川
で行われる「全国高校生花いけバトル」決勝大会出
場を目指していた。しかし、パートナーがなかなか見
つからない。そんな中、謎の転校転校生・山城貴音
が大衆演劇の役者であり、生け花の素養もあると聞
き…。

1,400

中学生～ 913 / ｷｻ 給食アンサンブル 如月かずさ／著 光村図書出版 2018.9 4-8138-0078-5
飛ぶ教室の
本

転校先の学校に馴染むのを拒む美貴、子どもっぽ
いのがコンプレックスの桃、親友の姉に恋をする満、
悩める人気者の雅人、孤独な優等生の清野、姉御
肌で給食が大好きな梢。６人の中学生たちの揺れる
心が、給食をきっかけに変わっていく６つの物語。

950

中学生～ 913.6 / ｽｽｷ １４歳、明日の時間割 鈴木るりか／著 小学館 2018.1 4-09-386524-8

現在、青春時代のまっただ中にいる人はもちろん、
学生時代が遠い昔という大人や熟年世代まで、どん
な世代も共感できる、笑える、そしてホロッと泣ける、
全方位型エンジョイ小説集。短編小説を学校の時間
割に見立て、７つの物語が展開される。

1,300

高校生～ 913.6 / ﾀｹﾀ その日、朱音は空を飛んだ 武田綾乃／著 幻冬舎 2018.11 4-344-03389-2

学校の屋上から飛び降りた川崎朱音。彼女の自殺
の原因は？そもそも本当に自殺だったのか？クラス
メイトに配られたアンケートから見え隠れする、高校
生たちの静かな怒り妬み欲望…。青春小説界の新
鋭が描き切った「わたしたちの」物語。

1,500

高校生～ 913.6 / ﾕｷﾅ 怪盗インビジブル 行成薫／著 講談社 2018.11 4-06-513659-8

とある地方の公立中学校、通称「北中」では、生徒た
ちの持ち物の紛失が相次いでいた。まことしやかに
噂される犯人の名前は、古くから伝わる学校の七不
思議・怪盗インビジブル。一方その裏側で、標的にさ
れた生徒たちには、それぞれ思いがけない変化が
…。

1,450

高校生～ 914.6 / ﾆﾔﾝ にゃんこ天国
阿部昭／〔ほか〕
著

河出書房新社 2018.1 4-309-02732-6 ごきげん文藝

きっと猫が飼いたくなる猫アンソロジー。角田光代、
佐野洋子、保坂和志、町田康、村山由佳…。「猫愛」
があふれて止まらないにゃんこエッセイ３３篇を精選
収録。

1,650
日本随筆
－随筆集
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中学生～ 933 / ﾙｲ 風がはこんだ物語 ジル・ルイス／文 あすなろ書房 2018.9 4-7515-2932-3

故郷を追われ、新天地をめざす旅人たちを勇気づけ
たのは、１頭の誇り高き白馬の物語だった…。すべ
てを失い、難民となった人々を明るく照らす、小さな
希望の物語。

1,400

中学生～ 933 / ﾚﾋ エヴリデイ
デイヴィッド・レヴィ
サン／作

小峰書店 2018.9 4-338-28716-0
Ｓｕｎｎｙｓｉｄｅ
Ｂｏｏｋｓ

目覚めたら、「自分がだれか」を把握しなければなら
ない。なぜなら、Ａは毎朝、違う人物のからだの中で
目覚めるから。共通点は、からだを借りる相手はか
ならず１６才だということ。マーガレット・Ａ・エドワー
ズ賞受賞作家が贈る、究極のラブストーリー。

1,800

中学生～ 949 / ﾃﾚ リスのたんじょうび
トーン・テレヘン／
著

偕成社 2018.9 4-03-521360-8
わすれっぽいリスの、わすれられない夜を描いた表
題作「リスのたんじょうび」と、８つの小さな物語。オ
ランダの国民的作家がおくる、宝物のような短編集。

1,400

中学生～ 973 / ｶﾂ ぼくたちは幽霊じゃない
ファブリツィオ・ガッ
ティ／作

岩波書店 2018.11 4-00-116418-3
ＳＴＡＭＰ　Ｂ
ＯＯＫＳ

ヴィキは母と妹とともに、政情不安の続くアルバニア
から対岸のイタリアへと命がけで海を渡った。だが、
待っていたのは泥地のバラック生活だった…。困難
にも負けず、学校に通って新しい人生を切り開こうと
する少年と家族の物語。

1,700


