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石山高校図書館発行 

～新しく入った本から～ 

『ハダカデバネズミのひみつ』 岡ノ谷一夫 
「魅惑のルックス」「がん化耐性」「17 種の鳴き声」

…。謎多き珍獣・ハダカデバネズミの驚異の生態を大

解剖。研究者のインタビュー、ハダカデバネズミに会

える日本の施設等も掲載。図書館オリエンテーション

アンケートに書いてくれた本から購入しました！ 

『スモールワールズ』 一穂ミチ 
夫婦円満を装う主婦と、家庭に恵まれない少年。初

孫の誕生に喜ぶ祖母と娘家族。向き合うことができ

なかった父と子…。誰かの悲しみに寄り添いながら、

愛おしい喜怒哀楽を描く連作集。直木賞候補作。 

『情報を正しく選択するための認知バイアス事典』 

情報文化研究所 
「認知バイアス」とは、偏見や先入観、固執断定や歪んだデ

ータ、一方的な思い込みや誤解などを幅広く指す言葉。循

環論法、吊り橋効果、ダニング=クルーガー効果など、60 の

用語解説、事例、対処法、使い方を収録。 

『息子のボーイフレンド』 秋吉理香子 
高校 2 年生の息子・聖将がまさかのカミングアウト。

交際相手の雄哉は一流大学 2 年生でイケメンと、非

の打ち所がない好青年。母・莉緒は 2 人の交際を認

めるが、夫・稲男にはなかなか切り出せなくて…。 

『描きたい!!を信じる 少年ジャンプがどうしても

伝えたいマンガの描き方』 週刊少年ジャンプ編集部 

週刊少年ジャンプ編集部が作った、「何も知らないところか

ら、マンガを楽しく描いて上手くなる」ための本。マンガを描

くときに誰もがもつ悩みや疑問に答える。ジャンプ作家たち

の描きおろしネームやアンケートなども掲載。 

『ピポンのフェルトで作る部活応援チャーム』

がなはようこ:ピポン 
サッカー、野球、テニスなどの運動部から、書道、鉄道

研究、吹奏楽といった文化部まで、フェルトで作る部活

応援チャームを紹介。制服などを着たマスコットドール

の作り方も収録。 

『戦闘員、派遣します!』 暁なつめ 
世界征服を目前にし、更なる侵略地への先兵とし

て派遣された戦闘員六号。だが彼の数々のクズ

発言、賃上げ要求などに「秘密結社キサラギ」の

幹部達は頭を悩ませ…。６巻まで購入しました。 

―夏休みまでの開館時間変更について― 
 

〇7/8（木）…15:00 閉館 
（図書委員会のため、13:00 まで閲覧席使用不可） 
 

〇7/9（金）、7/12（月）～7/16（金）…15：00 閉館 
 

〇7/19（月）、7/20（火）…16：30 閉館 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ジャンル 書名 著者等

世界の「こんにちは」
東京外国語大学アジア・ア
フリカ言語文化研究所

ジャンル 書名 著者等 言の葉連想辞典 あわい

表現を究める ドミニク・チェンほか 文豪たちの住宅事情 田村 景子ほか

生活を究める 渡邊 恵太ほか げんじものがたり いしい しんじ 抄訳

情報 ネット中傷駆け込み寺 佐藤 佳弘ほか 正欲 朝井 リョウ

「具体⇄抽象」トレーニング 細谷 功 続 烏百花　白百合の章 阿部 智里

☆ 「どうせ無理」と思っている君へ 植松 努 ☆ かか 宇佐見 りん

☆ あたりまえを疑う勇気 植松 努ほか Ｄａｙ　ｔｏ　Ｄａｙ 講談社

ミライの武器 吉藤 オリィ 境界線 中山 七里

一冊でわかるスペイン史 永田 智成ほか 続 掟上今日子の設計図 西尾 維新

ドローン空撮で見えてくる日本の地理と地形 藤田 哲史 白鳥とコウモリ 東野 圭吾

☆ ２１　Ｌｅｓｓｏｎｓ ユヴァル・ノア・ハラリほか 続 新謎解きはディナーのあとで 東川 篤哉

１０代からのＳＤＧｓ 原 佐知子ほか 最高のアフタヌーンティーの作り方 古内 一絵

ミスしない大百科 飯野 謙次ほか 続 転生したらスライムだった件　１８ 伏瀬

マンガ版ちょっとだけ・こっそり・素早く「言い返す」技術 ゆうき ゆう ほか エレジーは流れない 三浦 しをん

会社に人生を振り回されない武器としての労働法 佐々木 亮 魔女たちは眠りを守る 村山 早紀

子どもを守る言葉『同意』って何？ レイチェル・ブライアンほか ☆ アーサー王の世界　１　大魔法師マーリンと王の誕生 斉藤 洋

どうしても頑張れない人たち 宮口 幸治 デジタル・ミニマリスト　スマホに依存しない生き方 カル・ニューポートほか

高校一冊目の参考書 船登 惟希ほか 紅蓮館の殺人 阿津川 辰海

カサうしろに振るやつ絶滅しろ！ 氏田 雄介ほか ☆ 放課後に死者は戻る 秋吉 理香子

数学 大学入試数学不朽の名問１００ 鈴木 貫太郎 春夏秋冬代行者　春の舞　上・下 暁 佳奈

地学 地図帳の深読み 今尾 恵介 アンデッドガール・マーダーファルス　１～３ 青崎 有吾

医学 ＡＰＤ〈聴覚情報処理障害〉がわかる本 小渕 千絵 続 神様の御用人　１０ 浅葉 なつ

通信 ＹｏｕＴｕｂｅｒはお嫌いですか？ 植村 泰平 続 これは経費で落ちません！　７・８ 青木 祐子

図解でよくわかるスマート農業のきほん 野口 伸 ☆ 給食のおにいさん（シリーズ） 遠藤 彩見

食べられる庭図鑑 良原 リエ 続 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか　１７ 大森 藤ノ

光の田園物語　Ａｕｒｅｌｉａｎ　Ｈｉｌｌ 今森 光彦 〇 胸が鳴るのは君のせい 紺野 りさ ほか

続 Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ　２０・２１ 稲垣 理一郎ほか 余命１０年 小坂 流加

ＭＡＮＧＡ　Ｄａｙ　ｔｏ　Ｄａｙ　上・下 講談社 ☆ きみの世界に、青が鳴る　（階段島シリーズ） 河野 裕

続 ちはやふる　４６ 末次 由紀 辰巳センセイの文学教室　上・下 瀬川 雅峰

漫画人間失格 太宰 治ほか 〇 真夜中の子供 辻 仁成

丁寧な暮らしをする餓鬼 塵芥居士 ＴＡＳ特別師弟捜査員 中山 七里

漫画こころ 夏目 漱石ほか 続 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活　２６ 長月 達平

続 キングダム　６１ 原 泰久 〇 キネマの神様 原田 マハ

続 はたらく細胞ＢＬＡＣＫ　８ 原田 重光ほか 続 薬屋のひとりごと　１１ 日向 夏

続 女の園の星　2 和山やま 夜空に泳ぐチョコレートグラミー 町田 そのこ

音楽 ☆ オレンジの悪魔は教えずに育てる 田中 宏幸 〇 あのこは貴族　Ｔｏｋｙｏ　Ｎｏｂｌｅ　Ｇｉｒｌ 山内 マリコ

スポーツ スポーツ観戦を楽しむ本 成美堂出版編集部 続 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。　１４．５ 渡 航
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新着図書リスト 

☆…リクエストで入った本    ○…映像化される本    続…既に入っている本の続刊 


