
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 書名 著者名 貸出回数 

１位 流浪の月 凪良ゆう １８回 

２位 本日は、お日柄もよく＊ 原田マハ １３回 

〃 「繊細さん」の本 武田友紀 〃 

〃 こころ＊ 夏目漱石 〃 

３位 ライオンのおやつ 小川 糸 １２回 

〃 キネマの神様＊ 原田マハ 〃 

4位 銀河鉄道の夜＊ 宮沢賢治 １１回 

５位 かがみの孤城 辻村深月 １０回 

〃 青空と逃げる 辻村深月 〃 

〃 そして、バトンは渡された＊ 瀬尾まいこ 〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

順位 書名 著者名 回数 

6位 
ぼくはイエローでホワイトで、ちょ

っとブルー 

フレイディみか

こ 
9回 

〃 ｍｅｄｉｕｍ［メディウム］ 相沢沙呼 〃 

〃 人工知能と経済の未来＊
（新書） 

井上智洋 〃 

７位 ケーキのきれない非行少年たち 

（新書） 
宮口幸治 8回 

〃 羊と鋼の森＊ 宮下奈津 〃 

〃 店長がバカすぎて 早見和馬 〃 

〃 知の体力＊（新書） 永田和宏 〃 

〃 ビッグデータと人工知能＊
（新書） 

西垣 通 〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新刊ピックアップ 

スマホ脳 
     アンデシュ・ハンセン 新潮新書 

スティーブ・ジョブズはなぜわが子に iPad を触

らせなかったのか？ＳＮＳが脳に及ぼしている

影響とは？ 集中力の低下原因は？精神科医

による最新研究で分かってきた脳と心と身体の

影響について。ぜひ読んでほしい本です。 

 
わたしの外国語漂流記  

未知なる言葉と格闘した 25人の物語  
河出書房新社編 

現在各分野の第一線で活躍する人たちが、ど

のようにして語学を学んだのか。定番の英語、

中国語から文字のないプナン語まで。国際理

解や文化人類学としても面白い内容。 

「繊細さん」の知恵袋        
         武田 友紀 マガジンハウス 

今年度年間貸出 2位の『「繊細さん」の本』のシ

リーズ。気分転換の方法や上手な断り方、気持

ちがラクになる考え方など、すぐに取り入れら

れそうな方法が紹介されている。 

 

52ヘルツのクジラたち 
       町田そのこ  中央公論新社 

52 ヘルツのクジラとは、仲間に声が届けら

れない周波数で鳴くクジラのこと。家族や周

囲と断絶されながら、生き方を模索する登場

人物の姿が重ねられている。大分が舞台と

して登場する。本屋大賞ノミネート作品。 

ＭＩＲＡＩ    
― 未来 ― 

大分舞鶴高校図書館通信 

2021年3月3日発行 

作成 司書 吉良 №7 

こんな本が読まれました！～貸出が多かった本～ 

2020.４月～2021．2月 24日まで 

＊がついている本は、複冊あります。 

ダントツの1位は、昨年度の本屋大賞受賞作でした。2位の『本日は、お日柄もよく』は読んだ人が 

友達に勧める口コミで人気が高く、【舞高セレクション】でも紹介されています。3位以下も本屋大賞関 

連作品が多いですが、新書や小説以外の話題の本もランクインしました。。 

読書は心を豊かにし、視野を広げてくれます。入試休みや春休みには、積極的に本も読みましょう！ 

オードリー・タン 自由への手紙 
オードリー・タン（語り）  

クーリエ・ジャポン編集チーム編  講談社                  

台湾で最年少のデジタル大臣となったオードリ

ー・タンさんが、日本の若い世代に向けて語っ

た本。格差、ジェンダー、家族など新しい社会

をつくるための 17の提言が光る。 

ポストコロナ期を生きるきみたち

へ            内田 樹編  晶文社 

内田樹氏が声をかけて賛同した鷲田清一氏

ほか 20 名の識者が、中高生に贈るメッセー

ジ集。医療、経済、雇用、環境など各分野の

専門家から見た世界の今後と生き方は？ 

 
 

 

 
 

 



   

 

 

 

  

新刊紹介

 
・何のために本を読むのか            齋藤 孝 

・新聞記者 （角川新書）            望月衣塑子 

 

 

 

・発想の整理学 ＡＩに負けない思考法（ちくま新書） 

                            山浦 晴男 

・「幸せ」について考えよう ＮＨＫ100分で名著 

                             島田雅彦 

・人を動かす賢者の名言          池田書店 編 

・泣いたあとは、新しい靴をはこう 10 代のどうでもよく

ない悩みに作家が言葉で答えた  日本ペンクラブ編 

 

 

・日々の子どもたち あるいは３６６篇の世界史 
                    エドゥアルド・ガレアーノ 

・世界を変えた１００のスピーチ（上）（下） 
                         コリン・ソルター 

 

 

・ユニークな日本文化論            大森和夫編 

・日本習合論                     内田 樹 

・北欧の幸せな社会のつくり方      あぶみ あさき 

・ＡＩで変わる法と社会              宇佐美 誠 

・経済学を味わう 東大１、２年生に大人気の授業 

                            市村英彦編 

・日本の少子化政策はなぜ失敗したのか 

（光文社新書）    山田昌弘 

・未来を見る力 人口減少に負けない思考法 （ＰＨＰ新書） 

           河合雅司 

・8050問題の深層 （ＮＨＫ出版新書）     川北 稔 

・よけいな一言を好かれるセリフに変える言いかえ図

鑑                         大野萌子 

・「男女格差後進国」の衝撃 （小学館新書）治部れんげ 

・虹色チェンジメーカー ＬＧＢＴＱ視点が職場と社会を変

える        （小学館新書）      村木 真紀 

・認知症社会の希望はいかにひらかれるのか  

井口高志 

・学力格差を克服する （ちくま新書）      志水宏吉 

・ＧＩＧＡスクールで実現する新しい学び    赤堀侃司 

・大学 1年生の歩き方 先輩たちが教える転ばぬ先の１２の

ステップ                         トミヤマユキコ 

・アイヌをもっと知りたい！               岩崎書店 

・学校制服とは何か （朝日新書）         小林哲夫 

 

 

・身の回りを数学で説明する事典   ニュートンプレス 

・「顔」の進化 （ブルーバックス）          馬場悠男 

・救急車が来なくなる日 （ＮＨＫ出版新書）笹井恵理子 

 

・ 

 

・40人の神経科学者に脳のいちばん面白いところを 

きいてみた                  デイビッド・Ｊ・リン 

・コロナ不安に向き合う   （平凡社新書）   藤本 修 

 

 

・捨て方をデザインする循環ビジネス   誠文堂新光社 

               

・はやぶさ２ 最強ミッションの真実 （ＮＨＫ出版新書） 
                            津田 雄一 

・宇宙に行くことは地球を知ること  

（光文社新書）  野口聡一 

・乳酸菌の疑問５０                成山堂書店 

・18歳からの自炊塾 九州大学生き方が変わる 3か月 
                            比良松道一 

・1分で決まる志麻さんの献立の作り方       志麻 

・ポリ袋で作るたかこさんのあたらしい焼き菓子 

                            稲田多佳子 

 

・今さら聞けないタネと品種のきほんのき    農文協編 

・カイコの科学                日本蚕糸学会編 

・コンビニ難民 （中公新書）             竹本遼太 

・移動革命 （ＮＨＫ出版新書）      三菱総合研究所編 

 

 

・絵を見る技術 名画の構造を読み解く      朝日出版社 

・もっと知りたい岡本太郎              東京美術 

・考える視点がみつかるデザインの教室     原田佑馬 

・青春 18ディスク 私が大人になるまでのレコード史 
                            音楽之友社 

 

・ツカむ！話術               パトリック・ハーラン 

・朝日キーワード 2022               朝日新聞社 

・200字から始める作文・小論文上達ワーク 

                          朝日学生新聞社 

 

 

・推し、燃ゆ 【芥川賞受賞作品】            宇佐見りん                 

・お探し物は図書室まで             青山美智子        

・この本を盗むものは                深緑野分 

・自転しながら公転する               山本文緒 

・犬がいた季節                    伊吹有喜 

・滅びの前のシャングリラ              凪良ゆう 

・オルタネート                   加藤シゲアキ 

・浅田家！                       中野量太 

・エンド・オブ・ライフ                 佐々涼子 

・おいしくて泣くとき                  森沢明夫 

・ハリネズミは月を見上げる          あさのあつこ 

・類                          朝井まかて 

・コロナ時代の僕ら            パオロ・ジョルダーノ 

・一九八四 新訳版          ジョージ・オーウェエル 

 

・ 

 

０００ 情報・教養 

 

３００ 社会、経済、国際、教育 

 

500 工学、生活 

４００ 自然科学 

 

６00 産業 

２００ 歴史・地理 

 

９00 文学 
 

７00 芸術・スポーツ 

 

1００ 哲学・宗教 

 

800 語学 
 


