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汐見夏衛 夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく

妹尾まいこ そして、バトンは渡された

浅倉秋成 六人の嘘つきな大学生

逢坂冬馬 同志少女よ、敵を撃て

宇佐見りん 推し、燃ゆ

古内一絵 山亭ミアキス

一穂ミチ スモールワールズ

町田その子 星を掬う

今野敏 探花　隠蔽捜査9

天野アタル コンビニで夜勤バイトを始めまして。

知念実希人 硝子の塔の殺人

南原詠 特許やぶりの女王

小田雅久仁 残月記

青山美智子 赤と青とエスキース

ブレイディみかこ 両手にトカレフ

新 着 図 書 リ ス ト 

鹿児島情報高等学校 

図書館だより 
2023.1月号  情報高校図書館

2022年単行本貸出TOP15

“人は三千円の使い方で人生が決まるよ、と祖母は言った。”

『三千円の使いかた』 原田ひ香 著

お正月にもらったお年玉、皆さんどうしていますか？買い物？旅行？それ

とも貯金？同じ金額をもらっても、その使いかたはひとそれぞれ。その選択

の繰り返しで、人生は形作られてゆくのでしょう。

主人公・美帆は大学を卒業して就職し、理想の一人暮らしを満喫してい

ます。しかし、保護犬を引き取りたいという新たな目標ができたことを機に、

初めて節約を意識するところから物語は始まります。そして彼女を見守る

姉、母、祖母の視点でそれぞれの金銭事情が語られ、人が生まれてから

人生を終えるまでのライフステージにおける様々なお金の問題が浮き彫

りになっていきます。やがて家族は美帆の結婚を機に、ひとつの大きな決

断を下します。

自分にとって本当に大切なものは何なのか。その大切なものをあきらめ

ないために、お金をどう使うのか。無機質なお金が心を温める、読んで得

する一冊です。

書　　　名 著　者 出版社 請求番号

冷たい校舎の時は止まる　上 辻村　深月 講談社 913　ツ

冷たい校舎の時は止まる　下 辻村　深月 講談社 913　ツ

瓢箪から人生 夏井　いつき 小学館 914　ナ

いつか旅してみたい世界の美しい古都 地球の歩き方編集室 Gakken 290　チ

世界の麺図鑑 地球の歩き方編集室 Gakken 290　チ

ルポ　誰が国語力を殺すのか 石井　光太 文藝春秋 375　イ

本当の貧困の話をしよう 石井　光太 文藝春秋 368　イ

日本のいちばん長い日　決定版 半藤　一利 文藝春秋 210　ハ

語学の天才まで１億光年 高野　秀行 集英社 915　タ

新釈　現代文 高田　瑞穂 筑摩書房 817　タ

日本戦後史論 内田樹、白井聡 朝日新聞出版 304　ウ

属国民主主義論 内田樹、白井聡 朝日新聞出版 304　ウ

三千円の使いかた 原田　ひ香 中央公論新社 913　ハ

風神雷神　上 原田　マハ PHP研究所 913　ハ

風神雷神　下 原田　マハ PHP研究所 913　ハ

カラー版　奇才絵師・伊藤若冲の謎 小林　忠 宝島社 721　コ

失敗学　見るだけノート 畑村　洋太郎 宝島社 336　ハ

「挫折」というチカラ 原　晋 マガジンハウス 782　ハ

地球の歩き方W25　世界のお菓子図鑑 地球の歩き方編集室 学研プラス 290　チ

時事から学ぶ小論文2022　第７号 朝日新聞出版　編 朝日新聞社 816　ア

今夜、世界からこの涙が消えても 一条　岬 KADOKAWA 913　イ

日本文化POP＆ROCK セバスチャン高木　ほか 笠間書院 361　セ

ならば、マンガで説明しよう！政治・経済 今朝　耕郎 Gakken 310　コ

中世ヨーロッパ 祝田　秀全 G.B 230　イ

13歳からのニューズウィーク 栗下　直也 CCCメディアハウス 304　ク

米粉で作る日々のごはん＆おやつ 岡村　淑子 河出書房新社 596　オ

昭和のくらしと道具図鑑 小泉　和子 河出書房新社 382　コ

エッセンシャル思考 グレッグ・マキューン かんき出版 336　マ

本年もよろしくお願いいたします。

早いもので、今年度も残り３ヶ月と

なりました。うさぎ年は飛躍や向上

の年。次年度に向けて耳を澄ませて

情報をつかみ、目標に向かって駆け

抜けていきましょう。2023年最初の

一冊目はなににしましょうか？

情報高校図書館2022年単行本貸出TOP15 今月の一冊 

累計70万部突破！ 

テレビドラマ放送中の話題作 
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