
書名 著者名 出版社 内容紹介

059 AS 朝日ジュニア学習年鑑 ２０１８ 朝日新聞出版
伝統ある子供用学習年鑑の２０１８年度版。幅広い分野のニュースや話題、基礎
知識をやさしく解説し、さまざまな統計も網羅する。「衆院選で自民党が圧勝」な
ど２０１７年の時事ニュースも収録。見返しに地図等あり。

130.4 WE
毎日使える、必ず役立つ哲学 教えてニー
チェ、なるほどソクラテス！

マーカス・ウィークス／
著 矢羽野 薫／訳

河出書房新社
失恋から立ち直れない。死ぬのが怖い…。人間関係の悩みや仕事の迷い、ライ
フスタイル、政治について、偉大な哲学者たちが答える。問題解決のアプローチ
を学べる哲学入門書。

134.9 HE ハイデガー『存在と時間』入門 轟 孝夫／著 講談社
「存在の問い」とは何を問題にしているのか？　「存在」が「時間」であるとはどう
いうことか？　哲学史上、最も難解な書「存在と時間」を、ハイデガーの専門家が
１０年をかけてその内容を解明。新知見もふんだんに取り入れる。

210.1 NI
日本の歴史 別巻〔２－１〕 よくわかる近現代
史 １

山本 博文／監修 亜円
堂／まんが作画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
角川まんが学習シリーズ「日本の歴史」全１５巻の第一次世界大戦から現在ま
でを大幅に増補し、日本近現代史を分かりやすく描く。１は、第一次世界大戦、
世界恐慌などを収録。歴史写真館、Ｑ＆Ａ等も掲載。見返しにも記事あり。

210.1 NI
日本の歴史 別巻〔２－２〕 よくわかる近現代
史 ２

山本 博文／監修 備前
やすのり／まんが作画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
角川まんが学習シリーズ「日本の歴史」全１５巻の第一次世界大戦から現在ま
でを大幅に増補し、日本近現代史を分かりやすく描く。２は、日中戦争、第二次
世界大戦などを収録。歴史写真館、Ｑ＆Ａ等も掲載。見返しにも記事あり。

210.1 NI
日本の歴史 別巻〔２－３〕 よくわかる近現代
史 ３

山本 博文／監修 勇沢
椰木／まんが作画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
角川まんが学習シリーズ「日本の歴史」全１５巻の第一次世界大戦から現在ま
でを大幅に増補し、日本近現代史を分かりやすく描く。３は高度経済成長、平成
の終わりなどを収録。歴史写真館、Ｑ＆Ａ等も掲載。見返しにも記事あり。

289.3 EI
アインシュタイン－大人の科学伝記 天才物理
学者の見たこと、考えたこと、話したこと

新堂 進／著 ＳＢクリエイティブ
相対性理論を提唱した天才科学者・アインシュタイン。彼は当時、何を見、どう考
えて相対性理論に辿り着き、そして周りの人々にどのように関わって生きたの
か。アインシュタインの人生と理論を、名言や図版を交えて読み解く。

290.9 OG
地球千鳥足 バックパッカー夫婦の人間遺産と
触れ合う旅

小川 彩子／著 小川 律
昭／著

幻冬舎（発売）
異国で暮らす人々とのかけがえのない出会い、触れ合いの魅力に惹かれ、途上
国をバックパック一つで旅をするシニア夫婦の世界珍道中。夫婦の訪れた国１１
１か国・地域のうち４３か国・地域を紹介。

304 NY ニュース年鑑 ２０１８ 池上 彰／監修 ポプラ社
２０１７年に起こったできごとから、８８の重大なニュースを精選。そのニュースの
ポイントは何か、どんな背景があってそうなったのか、その事件が何にどのよう
に影響したかなどについて、わかりやすく解説する。

338 TO 飛び立て！末来　FP技能士
(株)ノースアイランド　監
修

金融財政事情研究会
高校生にとって関心が高い「進学」「仕事」「夢」をテーマに、ライフ・プランニング
の手法を物語仕立てで紹介。

368.2 DA
誰も置き去りにしない社会へ 貧困・格差の現
場から

平松 知子／著 鳫 咲子
／著 岩重 佳治／著 小
野川 文子／著 吉田 千
亜／著 上間 陽子／著

新日本出版社
保育の現場は？　給食費未納はモラル崩壊？　障害児家族は？　現代日本に
おける格差・貧困の実相に迫り、多様な切り口でこれからの展望と課題を指し示
す。『前衛』に連載された論文・インタビュー記事を収録。

386.1 IC
一度は観たい日本の祭り 日本各地、必見の
祭りを基礎知識とともに一挙収録！

昭文社
青森ねぶた祭、三社祭、おわら風の盆、阿波おどり、唐津くんち…。一度は観て
おきたい名だたる日本の祭りを、基礎知識と写真とともに紹介。取りはずせる
「日本の祭り地図」付き。データ：２０１７年１２月現在。

455.8 SA
海に沈んだ大陸の謎 最新科学が解き明かす
激動の地球史

佐野 貴司／著 講談社
ムー、アトランティス、瓜生島…。「幻の大地」伝説は真実か？　海底調査から浮
かび上がった「第七の大陸」の正体とは？　地質学の基礎を解説し、海に沈んで
いるかもしれない大陸について最新の研究成果も紹介しつつ検証する。

538.9 ON
宇宙に命はあるのか 人類が旅した一千億分
の八

小野 雅裕／著 ＳＢクリエイティブ
「悪魔」に魂を売った天才技術者。太陽系探査の驚くべき発見。永遠の問い
「我々はどこからきたのか」の答え－。ＮＡＳＡ日本人技術者が、宇宙の謎と人類
の起源に挑む。宇宙探査の最前線がわかる一冊。ｗｅｂ連載を基に書籍化。

549 IT
電子工作パーフェクトガイド 工作テクニックと
電子部品・回路・マイコンボードの知識が身に
つく

伊藤 尚未／著 誠文堂新光社
役立つグッズ、キラキライルミネーション、自動運転カーなど、ちょっと変わった装
置をつくりたい人のための、電子工作の本。マイコンボードと電子工作をつなげ
て、プログラミングで制御する基本もわかりやすく解説。

649 TA
珍獣ドクターのドタバタ診察日記 動物の命に
「まった」なし！

田向 健一／著 ポプラ社
動物病院にやってくる、言葉を話せないさまざまなペットたち。アマガエルからリ
クガメまで、１００種類を超える動物たちの治療をしてきた著者が、生きものの命
との向きあい方を綴る。

686.5 IT えきたの 駅を楽しむ アート編 伊藤 博康／著 創元社
日本全国津々浦々からユニークな駅の風景を厳選。建築美を誇る駅、モニュメ
ントが楽しい駅、絶景を堪能できる駅など、見に行きたくなる駅を『鉄道フォーラ
ム』代表が案内する。いまや廃止されてしまった１４の駅も紹介。

687.3 KY グランドスタッフになるには 京極 祥江／著 ぺりかん社
搭乗の手続き、パスポート・ビザの確認、手荷物の受託、ゲート業務…。安全で
快適な空の旅を地上から支えるグランドスタッフが、最前線で活躍する姿を紹
介。適性と心構えから就職の実際までを詳しく解説する。

726.1 SU ちはやふる ３７ 末次 由紀／著 講談社

名人・クイーン戦予選、東日本予選・準決勝。千早は強豪・富士崎の山城理音
と、太一は須藤と、息もつけぬ戦いを繰り広げる。不運が重なり形勢不利。しか
し原田先生のはからいで新の西日本予選突破を知った千早と太一は、自分たち
のかるたを思い出す。依然として後がない中、千早は極限の集中状態へ――!運
命を引き寄せろ。一枚も譲れない戦いがここにある――!!

780.6 RE
歴代オリンピックでたどる世界の歴史 １８９６
〓２０１６

「歴代オリンピックでた
どる世界の歴史」編集
委員会／編

山川出版社
オリンピックをたどれば世界の歴史が見えてくる！　１８９６年のアテネ大会から
２０１６年のリオデジャネイロ大会まで、オリンピック各大会の特徴やハイライトを
トピックスとコラムで解説。当時の国際情勢も詳細な図版で紹介。

784.6 HA 夢を生きる 羽生 結弦／著 中央公論新社
世界の頂点に立ち、史上最高の演技を究め続けた２０１５－１８年。その成長の
軌跡を羽生結弦本人が語り尽くす、唯一無二のインタビュー集。カラー写真も豊
富に収録。『Ｉｃｅ　Ｊｅｗｅｌｓ』連載に加筆し単行本化。

809.2 FU 話し方ひとつでキミは変わる 福田 健／著 ＰＨＰ研究所
聞き手の心理変化に注意する、会話の始まりはあいさつから…。物事の結果を
左右し、いい結果を生み出すこともできる「話し方」「聞き方」について、その基本
から応用までを、実例をまじえながら解説する。

823 BO
ボキャブラリーが増える故事成語辞典 思わず
人に言いたくなる大人のフレーズ

主婦の友社／編 主婦の友社
日常の会話や挨拶を内容豊かなものにしてくれる中国故事成語２７６語をまとめ
る。全項目を半ページまたは１ページでわかりやすく簡単に解説し、同義語や対
義語、同じ故事・人物から生まれた別のことばなども掲載する。

2018年　4月　新着図書

請求記号



837 TE 天声人語 ２０１７春
朝日新聞論説委員室
／編 国際編集部／訳

原書房
『朝日新聞』のコラム「天声人語」２０１７年１～３月分を、情報サービスの配信サ
イト『Ａｓｔａｎｄ』掲載の英訳文とともに収録。本文漢字総ルビ、英文訳注、用語解
説、索引付。

837 TE 天声人語 ２０１７夏
朝日新聞論説委員室
／編 国際編集部／訳

原書房
『朝日新聞』のコラム「天声人語」２０１７年４～６月分を、情報サービスの配信サ
イト『Ａｓｔａｎｄ』掲載の英訳文とともに収録。本文漢字総ルビ、英文訳注、用語解
説、索引付。

837 TE 天声人語 ２０１７秋
朝日新聞論説委員室
／編 国際編集部／訳

原書房
『朝日新聞』のコラム「天声人語」２０１７年７～９月分を、情報サービスの配信サ
イト『Ａｓｔａｎｄ』掲載の英訳文とともに収録。本文漢字総ルビ、英文訳注、用語解
説、索引付。

837 TE 天声人語 ２０１７冬
朝日新聞論説委員室
／編 国際編集部／訳

原書房
『朝日新聞』のコラム「天声人語」２０１７年１０～１２月分を、情報サービスの配信
サイト『Ａｓｔａｎｄ』掲載の英訳文とともに収録。本文漢字総ルビ、英文訳注、用語
解説、索引付。

913.3 MU 紫の結び 源氏物語 １
紫式部／著 荻原 規子
／訳

理論社
紫の上を中心に再構築した、新しい源氏物語。藤壷の宮の面影を持つ少女との
出会いを最初に据えて、光源氏の一生を追う。１では、「桐壷」の次に「若紫」を
配し、「若紫」に始まる話がひとつの帰着を見せる「明石」までを語る。

913.3 MU 紫の結び 源氏物語 ２
紫式部／著 荻原 規子
／訳

理論社
紫の上を中心に再構築した、新しい源氏物語。藤壷の宮の面影を持つ少女との
出会いを最初に据えて、光源氏の一生を追う。２では、「若菜上」の半ばまでを取
り上げ、都に返り咲いた光源氏が栄達を重ねていく様子を描く。

913.3 MU 紫の結び 源氏物語 ３
紫式部／著 荻原 規子
／訳

理論社
紫の上を中心に再構築した、新しい源氏物語。藤壷の宮の面影を持つ少女との
出会いを最初に据えて、光源氏の一生を追う。３では、ほぼ原典どおりの運び
で、ひとつの密通事件が物語の様相を変えていく、源氏の晩年を描く。

913.5 IH ＲＥ：ＳＴＯＲＹ井原西鶴 気楽に江戸奇談！
井原 西鶴／著 西鶴研
究会／編 有働 裕／ほ
か執筆

笠間書院
妬ましい、恨めしい、遊びたい、もてはやされたい、お金が欲しい－。人間の本
性、てんこもり！　江戸時代の大坂に生まれた日本初の小説家・井原西鶴の代
表的な１２話を現代語で収録。イラスト、解説、読書案内等も掲載。

913.6 AO
あやかし恋手紙 不思議な社務所の代筆屋さ
ん

蒼井 紬希／著 ＴＯブックス
失業と失恋でお先真っ暗の元ＯＬ・碧梨は、新潟の寂れた神社で、口の悪い美
形の妖狐・琥珀と出逢う。弱みを握られた碧梨が、同居の傍ら手伝うことになっ
たのは、妖怪と人を結ぶ不思議な手紙の「代筆」で…。

913.6 AS 雲上雲下 朝井 まかて／著 徳間書店
俺たち、本当に存在しているんですか？　子狐に山姥、乙姫に天人、そして竜の
子ら民話の主人公たちが笑い、苦悩し、闘う。やがて物語が交錯し、雲上雲下が
ひずみ始め…。『日本農業新聞』連載を改題、加筆して単行本化。

913.6 AY くちなし 彩瀬 まる／著 文芸春秋
別れた愛人の左腕と暮らす。運命の相手の身体には、自分にだけ見える花が咲
く。獣になった女は、愛する者を頭から食らう…。繊細に紡がれる７編の短編集。
『別冊文芸春秋』掲載に書き下ろしを加え単行本化。

913.6 AY 君を描けば嘘になる 綾崎 隼／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
滝本灯子には絵しかなかった。アトリエで創作に打ち込む彼女の世界に、南条
遥都という少年が現れた。自分にはない技術を持つ彼を認め、次第に彼にだけ
は心を開きはじめる灯子だったが…。『文芸カドカワ』掲載を書籍化。

913.6 BI アナログ ビートたけし 新潮社
全てがデジタル化する世界で悟とみゆきが交わした、たったひとつの不器用な
約束。素性も連絡先も知らないまま、なぜか強烈に惹かれあう2人の「アナログ」
な関係が始まり…。誰かを大切にするとは何かを問いかける恋愛小説。

913.6 GO ５分後に驚愕のどんでん返し エブリスタ／編 河出書房新社
５分で心を動かす超短編小説をテーマごとにまとめたシリーズ。超能力を持つ男
の顛末を描く「私は能力者」など、衝撃の体験１１作を収録。小説投稿サイト『エ
ブリスタ』掲載に加筆・修正して書籍化。

913.6 GO ５分後に禁断のラスト エブリスタ／編 河出書房新社
５分で心を動かす超短編小説をテーマごとにまとめたシリーズ。「７歳の君を、殺
すということ」「捩れた復讐」など、止められるからこそ読みたくなる８作を収録。
小説投稿サイト『エブリスタ』掲載に加筆・修正して書籍化。

913.6 GO ５分後に戦慄のラスト エブリスタ／編 河出書房新社
５分で心を動かす超短編小説をテーマごとにまとめたシリーズ。隙間を覗かずに
はいられない男を描く「隙間」など、怒涛の恐怖体験１１作を収録。小説投稿サイ
ト『エブリスタ』掲載に加筆・修正して書籍化。

913.6 GO ５分後に涙のラスト エブリスタ／編 河出書房新社
５分で心を動かす超短編小説をテーマごとにまとめたシリーズ。過去アプリで運
命に逆らう「不変のディザイア」など、最高の感動体験８作を収録。小説投稿サイ
ト『エブリスタ』掲載に加筆・修正して書籍化。

913.6 HA
ゴーフォワード！ 桜木学院高校ラグビー部の
熱闘

花形 みつる／著 ポプラ社
名門・東京中央大学ラグビー部に所属していた酒田公男は、卒業後、私立桜木
学院高校の臨任体育講師になるが、新理事長からラグビー部の立ち上げと花園
出場を命じられる。部員はもちろん素人ばかりで…。見返しにイラストあり。

913.6 HA 守教 上 帚木 蓬生／著 新潮社
百姓たちは、苦しい日々を生き抜くためにキリシタンになった。なにかが変わる
かもしれないという、かすかな希望。ときの権力者たちも、祈ることを奨励した。し
かし…。戦国期から開国までの、キリシタン通史。

913.6 HA 守教 下 帚木 蓬生／著 新潮社
弾圧は激しさを増す。密告の恐怖。眼前でおこなわれる残虐な処刑。九州のそ
の村には、おびえながらも江戸時代が終わるまで決して逃げなかった者たちが
いた。隠れ、そして信じ続けた者たちがいた…。慟哭の隠れキリシタン秘史。

913.6 HA イノセント・デイズ 早見 和真／著 新潮社
放火によって奪われたのは、元恋人の妻とまだ１歳の双子の命。確定死刑囚・
田中幸乃の人生に関わった人々の追想から浮かび上がるあまりにも哀しい真
実。幼なじみの弁護士たちが再審を求めて奔走するが…。

913.6 HA スイート・ホーム 原田 マハ／著 ポプラ社
平凡だけどおだやかな日々。それでじゅうぶんだった。あの日、あの人と出会う
までは…。美しい高台の街にある小さな洋菓子店で繰り広げられる、愛に満ちた
家族の物語。阪急不動産のＨＰ『阪急宝塚山手台』掲載を加筆修正。

913.6 HI 魔力の胎動 東野 圭吾／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
自然現象を見事に言い当てる、彼女の不思議な“力”は何なのか。彼女は、悩め
る人たちを救えるのか－。「ラプラスの魔女」の前日譚。『小説野性時代』掲載に
書き下ろしを加えて単行本化。

913.6 IZ 「伊豆文学賞」優秀作品集　第21回
伊豆文学フェスティバル実行委
員会編 羽衣出版

内容:鋳物師七郎左衛門 松本茂著. 都田川堤 吉川道廣著. 海風 齊藤勝著. 志
戸呂からの囁き 星野有加里著. 私たちの忘れもの 三浦萌愛著. 沼津の伯母さ
ん 渡会三郎著. 田宮虎彦の富士 江川洋著. 駿河湾からの激励 高山百香著. 志
戸呂の声-綺麗寂び- 星野有加里著. 佐鳴湖の思い出 鈴木孝之著

913.6 KA 浮雲心霊奇譚 〔３〕 菩薩の理 神永 学／著 集英社
とある呉服問屋に死んだ娘の幽霊が出没。棺桶に入れたはずの櫛が見つかり、
墓を掘り返したところ、亡骸が消えており…？　「死人の理」をはじめ、全３編を収
録。『小説すばる』掲載を単行本化。



913.6 KA 浮雲心霊奇譚 〔４〕 白蛇の理 神永 学／著 集英社
雨宿りに立ち寄った寺で白い蛇に遭遇した八十八。不意に現れた美しい女に「あ
るお方を捜して欲しい」と懇願され…？　「白蛇の理」をはじめ、全３編を収録。
『小説すばる』掲載を単行本化。

913.6 KA 私はあなたの記憶のなかに 角田 光代／著 小学館
Ｋ和田くんは、他人の弱さに共振して自分をすり減らす消しゴムのような男の子
で…。「猫男」をはじめ、「父とガムと彼女」「水曜日の恋人」など全８編を収録。雑
誌や単行本に掲載された作品をまとめる。

913.6 KA 夢見る横顔 嘉成 晴香／著 ＰＨＰ研究所
母子家庭で育ってきた、中学２年生の香耶。香耶は、夜遅くまでぼうし作りに励
む母親や、夢に真っ直ぐな同級生の姿を見て、自分の将来について考えるよう
になり…。

913.6 KI ソバニイルヨ 喜多川 泰／著 幻冬舎
周りからどう思われているかばかりを気にして毎日生活している隼人。ある日、
自分の部屋に帰ると、長期間不在になる父親が残していったロボット・ユージが
いて…。自分らしく生きる勇気をくれる、感涙の書き下ろし長編。

913.6 KI 雪子さんの足音 木村 紅美／著 講談社
ぼくにとっては、孫ごっこのバイトのつもりだった－。学生時代を過ごしたアパート
「月光荘」の大家・雪子さんの孤独死を知った薫に、２０年前の記憶が蘇り…。人
間関係のひだを繊細に描く傑作。『群像』掲載を単行本化。

913.6 KO 夜空の呪いに色はない 河野 裕／著 新潮社
積極的に島の問題には関わらない－。郵便配達人・時任は、今の生活を気に
入っていた。だが、階段島の環境変化が、彼女に決断を迫り…。大人になる中で
僕らは何を失うのか。心を穿つ青春ミステリ。「階段島」シリーズ第５弾。

913.6 MI 羊と鋼の森 宮下 奈都／著 文芸春秋
ゆるされている。世界と調和している。それがどんなに素晴らしいことか－。ピア
ノの調律に魅せられた一人の青年が、調律師として、人として成長する姿を、温
かく静謐な筆致で綴る。２０１８年６月公開映画の原作。

913.6 MI 風神の手 道尾 秀介／著 朝日新聞出版
彼／彼女らの人生は重なり、つながる…。章を追うごとに出来事の〈意味〉が反
転しながら結ばれていく。数十年にわたる歳月を、ミステリーに結晶化した長編
小説。『小説トリッパー』『朝日新聞』掲載を単行本化。

913.6 MO
京都寺町三条のホームズ ９ 恋と花と想いの
裏側

望月 麻衣／著 双葉社
大学にも慣れ、親友の香織が所属するフラワーアレンジメントサークルを手伝う
葵。ある日、３回生のサークルリーダー・郁美が突然、サークルを辞めると言い
出す。一方、清貴が修行中の幸谷酒造では、家宝の徳利がなくなり…。

913.6 NI おまじない 西 加奈子／著 筑摩書房
少女、モデル、キャバ嬢、レズビアン…。社会の価値観に縛られ、「生きづらさ」を
感じている「女の子」たちが「おじさん」のなにげない一言で救われ…。全８編を
収録。『ちくま』連載に書き下ろしを加えて単行本化。

913.6 OG 口笛の上手な白雪姫 小川 洋子／著 幻冬舎
劇場で、病院で、公衆浴場で。〈声〉によってよみがえる、大切な死者とかけがえ
のない記憶－。全８編を収めた、切なく心揺さぶる短編集。『ＧＩＮＧＥＲ　Ｌ。』『小
説幻冬』掲載に加筆修正して書籍化。

913.6 SA 火定 澤田 瞳子 PHP研究所
時は天平。藤原四兄弟をはじめ寧楽の人々を死に至らしめた天然痘の蔓延を食
い止めようとする医師たちと、偽りの神を祀り上げて混乱に乗じる者たち-。生と
死の狭間で繰り広げられる壮大な人間絵巻。『文蔵』連載を基に書籍化。

913.6 SE そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ／著 文芸春秋
血の繋がらない親の間をリレーされ、４回も名字が変わった森宮優子、１７歳。父
親が３人、母親が２人。だけどいつでも両親を愛し、愛されていた－。身近な人が
愛おしくなる、優しい物語。

913.6 SH 下鴨アンティーク 〔７〕 白鳥と紫式部 白川 紺子／著 集英社
ついにお付き合いを始めた鹿乃と慧。一方、良鷹は言い知れぬ喪失感を覚えて
いるようで…。そして、鹿乃が祖母から管理を引き継いだ“いわくつき”の着物も
残り１枚に－。アンティーク・ミステリー第７弾。

913.6 SU 青くて痛くて脆い 住野 よる／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
僕が、秋好が残した嘘を、本当に変える。それは僕にとって、世間への叛逆を意
味していた－。青春の煌きと残酷さを痛烈に描ききった“喪失”のその先の物語。
『文芸カドカワ』連載に加筆し単行本化。

913.6 TS 青空と逃げる 辻村 深月／著 中央公論新社
深夜の電話が、母と息子の日常を奪い去った。疑心、恐怖、そして怒り。壊れて
しまった家族が、たどり着く場所は…。一家の再生の物語。『読売新聞』連載を
単行本化。

913.6 YU 沙門空海唐の国にて鬼と宴す 巻ノ１ 夢枕 獏／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
中国歴史伝奇小説の傑作、ここに開幕!唐の長安に遣唐使としてやってきた若き
天才・空海と、盟友・橘逸勢。そこで二人は、役人・劉の屋敷に取り憑いたうえ、
徳宗皇帝の死を予言した、妖しい猫の化け物と対峙することに……。

913.6 YU 沙門空海唐の国にて鬼と宴す 巻ノ２ 夢枕 獏／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
劉家の一連の怪異は、どうやら遡ること６０年前、玄宗皇帝と楊貴妃の悲恋に、
端を発しているらしい。その謎を解くため空海は、のちの大詩人・白居易や盟友・
逸勢と共に、楊貴妃の墓を暴くことを決意するが……!?

913.6 YU 沙門空海唐の国にて鬼と宴す 巻ノ３ 夢枕 獏／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
安禄山の乱の折、最愛の楊貴妃を処刑せざるを得ない状況に陥った玄宗皇帝。
だがそこに現れた道士・黄鶴は驚くべき提案をする──。安倍仲麻呂が李白に
遺した手紙で空海たちが知った、身の毛もよだつ顛末とは!?

913.6 YU 沙門空海唐の国にて鬼と宴す 巻ノ４ 夢枕 獏／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
玄宗と楊貴妃の悲劇から始まった呪いは時を越えて結晶し、順宗皇帝は瀕死の
状態に陥る。柳宗元に呪法の正体を暴くように依頼された空海は、驪山の華清
宮へと向かった──。壮大な歴史伝奇絵巻、ここに完結!

913.6 YU 背中、押してやろうか？ 悠木 シュン／著 双葉社
連続する同級生の死は、事故なのか自殺なのか。親友の不登校、そして突然始
まった「ぼく」へのいじめ。一体この中学校でなにが起こっているのか…。『小説
推理』連載に加筆し単行本化。

914.6 MA 永遠のおでかけ 益田 ミリ／著 毎日新聞出版
「大切な人の死」で知る悲しみと、その悲しみの先にある未来。誰もが自分の人
生を生きている－。優しさが心に沁みる、イラストレーター・益田ミリのエッセイ。

914.6 TA 四季と子供 鷹野　つぎ
浜松市中区役所区振
興課

浜松の偉人、鷹野つぎの浜松女子尋常高等小学校時代の回想記。

914.6 TA 娘と時代 鷹野　つぎ
浜松市中区役所区振
興課

浜松高等女学校時代の青春記。つぎの没後に出版。友達との交遊、読書生活、
先生の指導の中で、つぎは自我に目覚め文学を志していく。

933.6 SH フランケンシュタイン
シェリー／著 小林 章夫
／訳

光文社

天才科学者フランケンシュタインは生命の秘密を探り当て、ついに人造人間を生
み出すことに成功する。しかし誕生した生物は、その醜悪な姿のためフランケン
シュタインに見捨てられる。やがて知性と感情を獲得した「怪物」は、人間の理解
と愛を求めるが、拒絶され疎外されて…。若き女性作家が書いた最も哀切な“怪
奇小説”。



933.6 TW ハックルベリー・フィンの冒けん
マーク・トウェイン／著
柴田 元幸／訳

研究社
少年ハックルベリー・フィンは、父親やおばさんたちから逃れ、やはり逃亡してき
た黒人奴隷のジムと２人で筏に乗ってミシシッピ川を旅する－。原書オリジナル・
イラスト１７４点、訳者・柴田元幸による解説も収録。

933.7 BO ヒトラーと暮らした少年
ジョン・ボイン／著 原田
勝／訳

あすなろ書房
ドイツ人の父親とフランス人の母親との間に生まれ、パリで暮らしていた少年ピ
エロは、両親の死によりベルクホーフの叔母に引きとられる。ヒトラーと出会った
ピエロは、彼の強いリーダーシップに惹かれ、変わりはじめた…。

933.7 BR オリジン 上
ダン・ブラウン／著 越
前 敏弥／訳

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
スペインのグッゲンハイム美術館を訪れていた宗教象徴学者ラングドン。人類最
大の謎を解き明かす映像を発表するという元教え子のカーシュは、発表の直
前、額を撃ち抜かれて絶命する。一体誰が？　ラングドンが謎に迫る！

933.7 BR オリジン 下
ダン・ブラウン／著 越
前 敏弥／訳

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
「我々はどこから来たのか、どこへ行くのか」という人類最大の謎。それを解き明
かしたカーシュが遺した映像を見るには、４７文字のパスワードが必要だった。誰
が誰を欺いているのか。ラングドンの前に最強の敵が立ちはだかる！


