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『お師匠さま、整いました！』

『国道の謎 思わず訪ねてみたくなる
「酷道・珍道」大全』

和歌山県立向陽中・高等学校図書館

２０１８年 ６月 ４日（月）発行

高校選本会により、購入された本です。選本者のＰＯＰを添え、図書館入口付近にて展示しています。

情報・哲学・人生訓

社会・自然科学

『ＡＭＡＺＯＮ アマゾンがわかる』

『１９７０年大阪万博の時代を歩く』

から最新情報までざっくりと知るための本。

橋爪 紳也／著

考える』

菅野 仁／著

友だちは大事、でも疲れる…その原因とは。

知らない和歌山県の歴史を読み解く！』
寺西 貞弘／監修

『ヤクザの人生も変えた名僧の言葉』

貫 成人／著

『愛とためらいの哲学』

岸見 一郎／著

『逃げる力』

百田 尚樹／著

向谷 匡史／著
『ときめく鉱物図鑑』

本室」など、イシの魅力満載の図鑑。

『スヌーピー こんな生き方探してみよう』
ほしの ゆうこ／著
『新装版 マーフィー名言集
あなたを成功へ導く５６８のことば』
しまず こういち／編著
『村上さんのところ』

『ゾンビ論 映画秘宝セレクション』

７９年に日本公開された映画『ゾンビ』など
を振り返りながら、ゾンビ人気の謎に迫る。

アップ詰め将棋』

家メシ食堂ひとりぶん１００レシピ』
はらぺこグリズリー／著

『藤井聡太推薦！将棋が強くなる実戦１手詰』

が天才になる１１の「思考ルール」
』
橋居 歩／著
『羽生善治 闘う頭脳』

羽生 善治／著

りから、選りすぐりの４７３通を収録。

日本文学（単行本）

タカヒロ／原案 朱白 あおい／著
『ミステリークロック』

貴志 祐介／著

表題作ほか、防犯探偵榎本が活躍する４編。

『クララ殺し』

小林 泰三／著

『くるみ割り人形』がモチーフのミステリ。

『青空と逃げる』

辻村 深月／著

深夜の交通事故がもたらした家族の危機。
日常を奪われた母と息子は逃避行を始める。

『まことの華姫』

『短篇で読み解く村上春樹』
村上春樹を読み解く会／著

の敵を排除したシンプルレシピに工夫あり。

ホラー、多彩な短編すべてを取り上げ解説。

『村上春樹を、心で聴く 奇跡のような
偶然を求めて』

畠中 恵／著

『探偵少女アリサの事件簿 ２』

ラブストーリー、ファンタジー、ミステリー、

平松 洋子／著 安西 水丸／画

『楠芽吹は勇者である』

『ＦＢＩ捜査官が教える
「しぐさ」
の心理学』

手抜き料理研究家のブログを書籍化。初心者

『あじフライを有楽町で』

Ｆ／著

『羽生善治竜王と藤井聡太六段 普通の子供

村上 春樹／著 フジモト マサル／絵
期間限定で行った読者とのメールのやりと

『真夜中乙女戦争』

羽生 善治／監修

ジョー・ナヴァロ［ほか］／著
『世界一美味しい煮卵の作り方

を学び直したいという女性がやってくる。

時計だらけの山荘で起こる怪死事件を描く

『羽生善治の３手・５手・７手ステップ

宮脇 律郎／監修

美しい写真で多様な鉱物を紹介する「鉱物標

時は江戸、寺子屋の師匠である桃の元に算術

もくもくちゃん／著

日本将棋連盟書籍編集部／編

『大学４年間の哲学が１０時間でざっと学べ
る』

に。
』

『友だち幻想 人と人の〈つながり〉を

「人は一人では生きられない」って本当？

『和歌山「地理・地名・地図」の謎 意外と

『優しい人には優しい出来事がありますよう

伊東 美和［ほか］／著

ＧＡＦＡリサーチ・ジャパン／編著
日本人はアマゾンが大好き！ その仕組み

風来堂／編

泉 ゆたか／著

宮脇 俊文／著

東川 篤哉／著
『転生したらスライムだった件 １～１２』
伏瀬／著
『夜廻』

保坂 歩／著

『柳屋商店開店中』

柳 広司／著

「ジョーカー・ゲーム」シリーズ作品やエッ
セイなど単行本未収録作品をまとめた一冊。

文学（文庫）

『ひとなつの。真夏に読みたい五つの物語』

『夜と会う。 放課後の僕と廃墟の死神』

大島 真寿美，瀧羽 麻子，藤谷 浩

『夜と会う。Ⅱ 喫茶店の僕と孤独の森の

森見 登美彦，椰月 美智子／著

魔獣』

蒼月 海里／著

『つよく結べ、ポニーテール』
朝倉 宏景／著

『幻夏』

太田 愛／著

『無限回廊案内人』

千年／著

『槐 エンジュ』

月村 了衛／著

『出版禁止』

長江 俊和／著

『モダン』

原田 マハ／著

２３年前に突然消えた親友と少女失踪事件。

ピカソ、マティス、ワイエス…

刑事の相馬は現場で奇妙な印を見つける。

アートを愛する人々をめぐる５つの短編集。

『ひそやかな花園』

角田 光代／著

幼い頃のサマーキャンプ。大人になった７人

『いつかの人質』

芦沢 央／著

小学生のすばるが出会った幽霊。なぜか彼女

『ざらざら』

川上 弘美／著

さまざまな恋を描く２３の短編集。

安東 あや／著

『誰も死なないミステリーを君に』
井上 悠宇／著

木内 一裕／著

いる』

こがらし 輪音／著

自分とは正反対に夢を追う少年と出会う。

『人斬り以蔵』

『相棒 ｓｅａｓｏｎ１』

『宮廷神官物語 １』

司馬 遼太郎／著

柴田 よしき／著

悩める人々を救う６つの連作集。

『妖琦庵夜話 その探偵、人にあらず』
榎田 ユウリ／著
『百物語 サカサノロイ』 エブリスタ／編

薬丸 岳／著

同級生の殺人容疑で逮捕された１４歳の翼。
事件の直前、父親に電話をかけていたが…

『あなたには帰る家がある』山本 文緒／著

『進撃の巨人 Ｂｅｆｏｒｅ ｔｈｅ
ｆａｌｌ １～３』

涼風 涼／著

古沢 良太／脚本 山本 幸久／小説
かつての天才卓球少女、妻子に見捨てられた
元プロボクサー、ひきこもり青年…ちょっと
不安な面々が全日本卓球選手権出場を決意。

麻耶 雄嵩／著
三浦 しをん／著

には限りが…昔話を題材とした連作短編集。

『孤狼の血』

柚月 裕子／著

『沙門空海唐の国にて鬼と宴す
巻ノ１～巻ノ４』

夢枕 獏／著

遣唐使として長安に入った若き空海は、皇帝

『グランクレスト戦記 １～３』

の死を予言したという化け猫と対峙する。

水野 良／著
『透明カメレオン』

道尾 秀介／著

『十三の呪』

三津田 信三／著

『長い長い殺人』

宮部 みゆき／著

ひき逃げ事件の被害者には多額の保険金が

『獄門島』

横溝 正史／著

『あの日の「徹子の部屋」
』 黒柳 徹子／著
放送開始当初の「徹子の部屋」から、超豪華
１６名のゲストとの対談を収録。

かけられていた。十の財布が語る真相とは。

『狩人の羅針盤 イヴ＆ローク ４４』

仕事を辞め、東京から寂れ気味の高原へやっ
て来た菜穗はカフェを始める。彼女のご飯が

『夏の塩 魚住くんシリーズ １』

『むかしのはなし』

夢を持たず現実を生きる高校生の美鈴は、

『風のベーコンサンド 高原カフェ日誌』

碇 卯人／ノベライズ

『蛍』

星 新一／著

『この空の上で、いつまでも君を待って

寿命以外の“死”を予期できる志緒と、彼女
の悲しみを回避しようとする僕の物語。

古宮 九時／著

三ヶ月後に地球は滅亡、脱出ロケットの定員

『不愉快犯』

と不思議な仲間たち』

『死を見る僕と、明日死ぬ君の事件簿』

『宇宙のあいさつ』

は、すばるのことをよく知っているようで…

『あやかし図書館で待ってます 新入り司書

『犯人のいない殺人の夜』 東野 圭吾／著

は再会し…そこで明らかになる真実とは。

『２１グラムのタイムトラベラー』
天沢 夏月／著

『Ａではない君と』

『ミックス。
』

プロ野球選手を目指す少女、真琴。強豪野球
部で待っていたのは厳しい試練ばかりで…

『ニート・ニート・ニート』三羽 省吾／著

『コンビニたそがれ堂 祝福の庭』
村山 早紀／著

Ｊ・Ｄ・ロブ／著
真冬のニューヨークで起こった銃撃事件。

大事な探しものはきっとここで見つかる。

捜査線上に男と少女の二人組が浮上するな

不思議なコンビニのお話、シリーズ第６弾。

か、やがて第二、第三の事件が起こる。

