
書名 著者名 出版社 内容紹介

031.5 GI ギネス世界記録 ２０２０
クレイグ・グレンディ／
編 大木 哲／ほか訳

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（発売）
地球から、動物、人間、社会、ロボット、技術とエンジニアリング、アート＆メディ
ア、スポーツまで、あらゆるジャンルのギネス世界記録を網羅。日本版オリジナ
ルページ、日本各地の記録も収録する。見返しに写真あり。

114.2 IS
死んだらどうなるのか？ 死生観をめぐる６つ
の哲学

伊佐敷 隆弘／著 亜紀書房
「他の人間や動物に生まれ変わる」「すぐそばで子孫を見守る」「完全に消滅す
る」…。だれもが悩む問題「死後はどうなる？」を宗教・哲学・ＡＩについての議論
を横断しながら、対話形式で探究する。

156 NI
こども武士道 自分に負けないこころをみが
く！

斎藤 孝／監修 日本図書センター
弱い自分を強くするには？　ピンチを乗りこえていくには？　人とよい関係をつく
るには？　困難にくじけないで強く生きるための知恵がつまっている本、「武士
道」をこども向けに超訳。イラストを交えてわかりやすく紹介する。

159 KO こども菜根譚 逆境に負けない力をつける！ 斎藤 孝／監修 日本図書センター
大人が想像する以上に激しい競争や複雑な人間関係のなかで、毎日を生きてい
るこどもたち。そんなこどもたちの役に立つよう、困難に打ち勝つための人生の
バイブル「菜根譚」をこども向けに超訳して紹介する。

159 SM こども自助論 自分の力で人生を切りひらく！ 斎藤 孝／監修 日本図書センター
がんばっているのに結果が出ないときは？　きちんとしたおとなになるために
は？　謙虚さってなに？　努力の大切さを教えてくれる本、「自助論」をこども向
けに超訳。イラストを交えてわかりやすく紹介する。

159 UC 幸せにたどりつくための心の法則21 内田　玲子 アートヴィレッジ
「言ったことを守る」「最初の心が答え」「家庭の歴史・生活のクセを見直す」…。8
人兄弟の長女に生まれ、貧乏の中で苦労して育った著者が、自分の人生を土台
にして見つけた、幸せになるための心の法則を伝える。

159.5 KO
こどもドラッカーのことば 成果をあげる力が身
につく！

斎藤 孝／監修 日本図書センター
どうやって成果をあげるの？　弱みとどう向き合う？　チームをつくる意味って？
人生を切り開くヒントがいっぱいのドラッカーの２４のことばをこども向けに超訳。
イラストを交えてわかりやすく紹介する。

183 KO
こどもブッダのことば 悩みや不安にふりまわさ
れない！

斎藤 孝／監修 日本図書センター
自分のこころをしっかりと見つめ、まわりの人と協力しながら、前を向いて、充実
した人生を生きるためのチカラを与えてくれる－。そんな「ブッダのことば」をこど
も向けに超訳。イラストを交えてわかりやすく紹介する。

190.5 KI キリスト教年鑑 ２０１９
キリスト教年鑑編集委
員会／編集

キリスト新聞社
現代日本のキリスト教界の現状について幅広く網羅した情報を、教会・団体・学
園・人名等に分類して掲載。２０１７年１２月～２０１８年１２月の日本のキリスト教
界の動向も紹介する。

289.1 DA 伊達政宗
山本 博文／監修 富亥
スズ／まんが作画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
戦国乱世の終わり頃、天下取りを目指して、秀吉や家康に挑み続けた「奥州の
独眼竜」伊達政宗の生き様をまんがで描く。戦国写真館、わくわく人物資料館な
ど、楽しく学べる学習ページも掲載。見返しにも記事あり。

289.1 SA 西郷隆盛
山本 博文／監修 すず
き 孔／まんが作画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
下級武士の子として生まれ、激動の幕末を生き抜き、明治維新の指導者として
時代を切りひらいた西郷隆盛の生き様をまんがで描く。幕末写真館、わくわく人
物資料館など、楽しく学べる学習ページも掲載。見返しにも記事あり。

289.1 SA 坂本竜馬
山本 博文／監修 ゆた
か／まんが作画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
日本の再生を目指し、命をかけて戦った幕末の英雄、坂本竜馬の生き様をまん
がで描く。偉人写真館、わくわく人物資料館など、楽しく学べる学習ページも掲
載。見返しにも記事あり。

289.1 SH 島秀雄 新幹線をつくった男
小野田 滋／監修 桐嶋
たける／まんが作画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
蒸気機関車“Ｄ５１”から「夢の超特急」新幹線まで、不可能を可能にした天才エ
ンジニア・島秀雄の生き様をまんがで描く。ひかり号写真館、わくわく人物資料館
など、楽しく学べる学習ページも掲載。見返しにも記事あり。

289.1 TA 武田信玄と上杉謙信
山本 博文／監修 岩本
佳浩／まんが作画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
敵であり、友であった宿命のライバル－。武力と知略をつくした、武田信玄と上杉
謙信の戦国最強の戦いをまんがで描く。戦国写真館、わくわく人物資料館など、
楽しく学べる学習ページも掲載。見返しにも記事あり。

289.1 TO 豊臣秀吉
山本 博文／監修 高橋
功一郎／まんが作画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
農民の子として生まれながら、知恵と勇気でぐんぐん出世し、ついには天下人と
なった豊臣秀吉の生き様をまんがで描く。戦国写真館、わくわく人物資料館等、
楽しく学べる学習ページも掲載。見返しにも記事あり。

289.3 EL
エリザベス女王一世 イギリスを大国に導いた
女王

水井 万里子／監修 さく
ら／まんが作画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
１６世紀半ば、２５歳で即位し、女王としてイングランドを繁栄に導いたエリザベス
一世の波乱の人生をまんがで描く。偉人写真館、わくわく人物資料館など、楽し
く学べる学習ページも掲載。見返しにも記事あり。

289.3 FR アンネ・フランク 日記で平和を願った少女
大塚 信／監修 梶原 に
き／まんが作画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
戦争のため隠れ家にこもることになっても、希望を失わず日記を書き続けたアン
ネ・フランクの生き様をまんがで描く。偉人写真館、わくわく人物資料館など、楽
しく学べる学習ページも掲載。見返しにも記事あり。

289.3 KL クレオパトラ 古代エジプト最後の女王
阪本 浩／監修 笹原 智
映／まんが作画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
愛する国を守るために戦った、美しく聡明な、古代エジプトの女王クレオパトラの
生き様をまんがで描く。偉人写真館、わくわく人物資料館など、楽しく学べる学習
ページも掲載。見返しにも記事あり。

289.3 MA マリ・アントワネット 革命に散った悲劇の王妃
長谷川 まゆ帆／監修
上地 優歩／まんが作
画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
オーストリアから政略結婚でフランスに嫁ぎ、フランス革命で命を落とした王妃マ
リ・アントワネットの生き様をまんがで描く。偉人写真館、わくわく人物資料館な
ど、楽しく学べる学習ページも掲載。見返しにも記事あり。

289.3 NI ナイチンゲール 看護に生きた戦場の天使
金井 一薫／監修 さくら
／まんが作画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
裕福な家庭に生まれながら、華やかな生活を捨て看護の基礎を築いたナイチン
ゲールの生き様をまんがで描く。偉人写真館、わくわく人物資料館など、楽しく学
べる学習ページも掲載。見返しにも記事あり。

289.3 NO ノーベル 賞にたくした平和と未来
岡本 拓司／監修 長田
馨／まんが作画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
スウェーデンの貧しい家庭に生まれながら、好奇心と柔軟な発想でダイナマイト
を発明したノーベルの人生をまんがで描く。偉人写真館、わくわく人物資料館な
ど、楽しく学べる学習ページも掲載。見返しにも記事あり。

297.1 MO もっと知りたいオーストラリア 中野 不二男編 弘文堂
アジア系移民の流入で揺れる移民政策、高福祉のもとで人生を楽しむライフスタ
イルなど、オーストラリアを知り、理解するうえでの重要ポイントに焦点を絞り、日
本の真南のパートナーの過去・現在・未来を見通す。

2019年　12月　新着図書　

請求記号



304 HA 21 Lessons
ユヴァル・ノア・ハラリ
著，柴田 裕之訳

河出書房新社
“知の巨人”が、テクノロジーや政治をめぐる難題から、この世界における真実、
そして人生の意味まで、人類が直面している21の重要テーマを厳選。正解の見
えない今の時代に、どのように思考し行動すべきかを問う。

304 IK
知らないと恥をかく世界の大問題 １０ 転機を
迎える世界と日本

池上 彰／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
米中衝突、関税男がしかけた貿易戦争、寛容さを失う欧州、変わる中東のパ
ワーバランス、「令和」時代の日本…。「新しい冷戦」の時代に入った世界を、池
上彰がわかりやすく解説する。

304 IK
知らないと恥をかく世界の大問題 ８ 自国
ファーストの行き着く先

池上 彰／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
イギリスＥＵ離脱決定からトランプ大統領誕生まで、「自国ファースト」の流れが
世界を包んだ。その本質を解説しつつ、右派勢力が台頭する欧州、中東戦争の
危機、暴走する北朝鮮など、世界のいまを池上彰が斬る。

304 IK
知らないと恥をかく世界の大問題 ９ 分断を生
み出す１強政治

池上 彰／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
世界を混乱に陥れる「トランプ・ファースト」。イギリスのＥＵ離脱や緊迫化する中
東・東アジア情勢。その裏で世界の指導者の独裁化が進む。分断・対立・民主主
義の危機…混乱の時代をどう生きるか？　世界の今を池上彰が斬る。

311.2 KO
こども君主論 きびしい社会を生き抜く人にな
る！

斎藤 孝／監修 日本図書センター
「やさしさときびしさは、バランスがたいせつ」「運だけでうまくいっても、結局あと
で苦労するだけ」…。これからの人生で役に立つ「君主論」をこども向けに超訳。
イラストを交えてわかりやすく紹介する。

318.6 CH 地域おこし協力隊 １０年の挑戦
椎川 忍／編著 小田切
徳美／編著 佐藤 啓太
郎／編著  他

農山漁村文化協会
都市地域から条件不利地域等に生活の拠点を移し、地域協力活動を行う「地域
おこし協力隊」。特色ある１７事例を関係者がリアルにレポートし、有識者がこの
制度の効果や、地域のためにさらに高める方向性について解説する。

330.5 KE
経済財政白書 令和元年版 「令和」新時代の
日本経済

内閣府／編集
全国官報販売協同組
合（発売）

今後の経済動向の判断や、新たな政策の企画・立案に役立つよう、日本の経済
と財政を総合的に分析する白書の縮刷版。令和元年版では、日本経済の現状と
課題、労働市場の多様化とその課題等を論じる。

350.9 SE
世界国勢図会 世界がわかるデータブック ２０
１９／２０

矢野恒太記念会／編
集

矢野恒太記念会
各国政府や公的機関あるいは業界団体が公表した原数値、修正値、推計値な
どをもとに、世界の社会・経済情勢を表とグラフでわかりやすく解説したデータ
ブック。現代社会の実像をうつし出す。折り込み地図あり。

351 NI
日本国勢図会 日本がわかるデータブック ２０
１９／２０

矢野恒太記念会／編
集

矢野恒太記念会
厳選した最新のデータをもとに、日本の社会・経済情勢を表とグラフでわかりや
すく解説したデータブック。国土と気候、人口、工業、財政など、さまざまな分野
の基本統計を収録する。府県別主要・生産統計も収載。

351 DE データでみる県勢 ２０２０
矢野恒太記念会／編
集

矢野恒太記念会
４７都道府県の現状を代表的な統計指標で示し、多数の社会・経済統計により
府県別の比較を行い、全国７９２市、東京２３区、９２６町村の主要統計を掲載。
最新のデータをもとに、地方の情勢を明らかにする。

367.2 JO
女性白書 ２０１９ 女性差別撤廃条約４０周年
－世界と日本の到達・課題

日本婦人団体連合会
／編

ほるぷ出版
「女性差別撤廃条約４０周年－世界と日本の到達・課題」をテーマに、同条約が
世界と日本で果たしてきた役割とこれまでの到達、今後の課題を様々な角度か
ら解き明かし、日本におけるジェンダー平等実現の展望を見出す。

368.7 MI ケーキの切れない非行少年たち 宮口 幸治 新潮新書
認知力が弱く、「ケーキを等分に切る」ことすらできない-。人口の10数%いるとさ
れる「境界知能」の人々に焦点を当て、彼らを学校・社会生活で困らないように
導く超実践的メソッドを公開する。

369.2 WA
看取り犬・文福の奇跡 心が温かくなる１５の掌
編

若山 三千彦／著 東邦出版
ホームの看板犬「文福」は入居者の最期が近いことを察し、寄り添い続けた－。
神奈川県横須賀市にある特別養護老人ホーム「さくらの里山科」で暮らす犬や
猫と高齢者の絆が起こした、小さな奇跡を描く。

369.2 SH 障害者白書 令和元年版 内閣府／編集 勝美印刷（印刷）
障害のある人に対する理解を深めるための基盤づくり、社会参加へ向けた自立
の基盤づくり、日々の暮らしの基盤づくりなど、平成３０年度を中心とした障害者
施策の取組をまとめる。障害者の状況等の参考資料も収録。

369.3 IN
いのちを守る！災害対策大百科 １ 災害はこ
うしておきる！ 歴史と仕組み編

藤吉 洋一郎／監修 日本図書センター
日本は気象や地形の面で災害が起こりやすい国です。ふだんからそれらに備え
ておくために、災害の歴史と仕組みを学びましょう。噴火、地震、台風などが起き
るメカニズムや、災害状況の数値データ、地図データなどを紹介します。

369.3 IN
いのちを守る！災害対策大百科 ２ 災害がお
きたらこうなる！ 予測と備え編

藤吉 洋一郎／監修 日本図書センター
日本は気象や地形の面で災害が起こりやすい国です。ふだんからそれらに備え
ておくために、災害の予測と備えを学びましょう。災害が発生しやすい危険な場
所や状況、災害から身を守るために注意すべきことを解説します。

369.3 IN
いのちを守る！災害対策大百科 ３ 災害がお
きたらこうしよう！ 対処と行動編

藤吉 洋一郎／監修 日本図書センター
日本は気象や地形の面で災害が起こりやすい国です。ふだんからそれらに備え
ておくために、災害の対処と行動を学びましょう。実際に災害が起きたときはどう
するか、また避難生活の仕方や、災害の乗り越え方について紹介します。

369.3 SA
３．１１復興の取り組みから学ぶ未来を生き抜
くチカラ １ 困難を乗り越える・人とつながる

赤坂 憲雄／監修 スマ
イルとうほくプロジェクト
（福島民報社・河北新
報社・岩手日報社）／

日本図書センター
東日本大震災からの復興をめざして、力を尽くした人たちのストーリーを、多数
の写真とともに紹介。１は、「三陸鉄道の再開」「写真救済プロジェクト」などを収
録。「学ぶ」ページでは、整理用の書き込み欄あり。

369.3 SA
３．１１復興の取り組みから学ぶ未来を生き抜
くチカラ ２ 地域を愛する・自然と共に生きる

赤坂 憲雄／監修 スマ
イルとうほくプロジェクト
（福島民報社・河北新
報社・岩手日報社）／

日本図書センター
東日本大震災からの復興をめざして、力を尽くした人たちのストーリーを、多数
の写真とともに紹介。２は、「日本製紙石巻工場の復興」「相馬野馬追の復活」な
どを収録。「学ぶ」ページでは整理用の書き込み欄あり。

369.3 SA
３．１１復興の取り組みから学ぶ未来を生き抜
くチカラ ３ 防災を知る・日本の未来を考える

赤坂 憲雄／監修 スマ
イルとうほくプロジェクト
（福島民報社・河北新
報社・岩手日報社）／

日本図書センター
東日本大震災からの復興をめざして、力を尽くした人たちのストーリーを、多数
の写真とともに紹介。３は、「レッドベアサバイバルキャンプ」などを収録。「学ぶ」
ページでは整理用の書き込み欄あり。

369.4 KO
子ども白書 ２０１９ 子どもは「生きて」いるか
子どもの権利条約３０年のいま

日本子どもを守る会／
編

かもがわ出版
いのちと健康・医療・家庭・福祉・司法・学校・地域・文化など、日本の子どもをめ
ぐる現状を詳細に分析し、全国各地の取り組みを紹介する。巻頭では「子どもは
「生きて」いるか」を特集。子ども生活関連年表付き。

399.2 KO
こども孫子の兵法 強くしなやかなこころを育て
る！

斎藤 孝／監修 日本図書センター
さまざまな場面で、どのように考え、どのように行動すべきかのヒントがたくさん
詰まった「孫子の兵法」。こどもたちに知っておいてほしい２４の言葉を選び出し、
やさしい「こども訳」と解説、イラストで紹介する。

403.6 KO 理科年表 第９３冊（令和２年） 国立天文台／編 丸善出版
暦部、天文部、気象部、物理・化学部、地学部、生物部、環境部、附録からなる
理科年表の机上版。自然災害や地球温暖化にかんする情報も充実。

451.8 GU グレタたったひとりのストライキ

マレーナ・エルンマン／
著 ベアタ・エルンマン／
著 グレタ・トゥーンベリ
／著 他

海と月社
１６歳で世界を動かす気候活動家グレタ。彼女が「気候のための学校ストライキ」
を始めるまでのことや、人類に迫っている危機「気候変動」について、グレタの家
族が語る。世界各地での「グレタのスピーチ」も多数収録。

470.3 FU
ヘンな名前の植物 ヘクソカズラは本当にくさ
いのか

藤井 義晴／著 化学同人
ハキダメギク、オオイヌノフグリ、ママコノシリヌグイ…。ヘンな名前の植物を「き
たない名前・きれいな名前」「不吉な名前」「めでたい名前」などにわけて掲載。ヘ
ンな学名や英語名も紹介する。



489.7 KA
動物園は進化する ゾウの飼育係が考えたこ
と

川口 幸男／著 アラン・
ルークロフト／著

筑摩書房
現存する３種のゾウの特徴や生態、使役動物として扱われてきたアジアゾウや
動物園における飼育の歴史、ゾウも人も幸福な新しい飼育法などについて、永
年上野動物園でアジアゾウの飼育に関わった著者らが体験をもとに紹介する。

489.9 YA ゴリラの森、言葉の海
山極 寿一／著 小川 洋
子／著

新潮社
物語の森を知る作家・小川洋子とゴリラの眼を持つ霊長類学者・山極寿一が、
京都で、屋久島で語り尽くす。ゴリラを通して現代に生きるヒトの姿が鮮やかに浮
かび上がる、知のフィールドワーク。『新潮』ほか掲載に加筆し書籍化。

492.9 KA
看護白書 令和元年版 看護職の働き方改革
社会の動きと看護現場での取り組み

日本看護協会／編 日本看護協会出版会
看護職の働き方の現状と方向性、日本看護協会での取り組み等を解説し、看護
職の働き方改革の全体像に迫る。また、「働き方改革法」「ヘルシーワークプレイ
ス」など４つのテーマ別に、看護現場での先進的な事例を紹介する。

498.1 KO
厚生労働白書 平成２９年度厚生労働行政年
次報告 平成３０年版 障害や病気などと向き
合い、全ての人が活躍できる社会に

厚生労働省／編
全国官報販売協同組
合（発売）

障害や病気を有する人などに焦点を当て、自分らしく生きることができる社会の
実現に向け、現状や国民の意識、事例を分析。また、２０１８年３月までの動きを
中心に、さまざまな政策課題への厚生労働省の対応状況を記載する。

519.05 KA

環境白書　循環型社会白書／生物多様性白
書 令和元年版 持続可能な未来のための地
域循環共生圏 気候変動影響への適応とプラ
スチック資源循環の取組

環境省大臣官房環境
計画課／編集 環境省
環境再生・資源循環局
総務課循環型社会推
進室／編集 環境省自
然環境局自然環境計
画課生物多様性戦略
推進室／編集

全国官報販売協同組
合（発売）

「環境白書」「循環型社会白書」「生物多様性白書」を一冊にとりまとめたもの。
平成３０年度の環境・循環型社会の形成・生物の多様性に関する状況、および
令和元年度の環境の保全等に関する施策を報告する。

523.1 TS リノベーション名建築の旅 古いのに新しい！ 常松 祐介／著 講談社
戦前の洋館、レンガ造の紡績工場…。日本全国のリノベーション建築から２２例
を厳選。豊富な写真と図版、専門家ならではの深堀り解説とともに紹介する。取
り上げた以外の５０の事例や、用語集も収録。

678.2 TS
通商白書 ２０１９ 自由貿易に迫る危機と新た
な国際秩序構築の必要性

経済産業省／編集 勝美印刷
グローバル経済の現状や貿易制限的措置の問題点、市場歪曲的措置等を分析
し、新たなルールベースの国際通商システム構築の必要性を論じる。また、日本
の対外経済関係の現状と課題を検証し、日本企業が目指すべき方向性も示す。

702.1 FU

ふしぎ？びっくり！ニッポン美術たんけん 子ど
ものための日本美術「超」入門 ニッポンの美
術っておもしろい！すごい！ 第１巻 自由には
じけた！こころとかたち 縄文～鎌倉時代

辻 惟雄／監修 日本図書センター
日本人がつくってきた彫刻、絵画、工芸、版画などから代表的な作品を選び、時
代順でそれぞれの作品ごとに、見開き２ページで紹介。第１巻は、縄文～鎌倉時
代の日本美術を取り上げる。

702.1 FU

ふしぎ？びっくり！ニッポン美術たんけん 子ど
ものための日本美術「超」入門 ニッポンの美
術っておもしろい！すごい！ 第２巻 ニッポン
様式、大行進！ 室町～江戸時代

辻 惟雄／監修 日本図書センター
日本人がつくってきた彫刻、絵画、工芸、版画などから代表的な作品を選び、時
代順でそれぞれの作品ごとに、見開き２ページで紹介。第２巻は、室町～江戸時
代の日本美術を取り上げる。

702.1 FU

ふしぎ？びっくり！ニッポン美術たんけん 子ど
ものための日本美術「超」入門 ニッポンの美
術っておもしろい！すごい！ 第３巻 美人・妖
怪、なんでもござれ！ 江戸時代～近代

辻 惟雄／監修 日本図書センター
日本人がつくってきた彫刻、絵画、工芸、版画などから代表的な作品を選び、時
代順でそれぞれの作品ごとに、見開き２ページで紹介。第３巻は、江戸時代～近
代の日本美術を取り上げる。

726.1 YO はたらく細菌 ０５
吉田 はるゆき漫画，清
水 茜監修，飯塚 あい
医療監修

講談社
【舞台はあなたの体の中! 主人公は体内細菌!】 あなたの美と健康を左右するの
は、「体内細菌」のはたらきだった!? あなたの体の中で生きる体内細菌を擬人化!

726.1 MI ドラゴン桜２ 東大合格請負漫画 ７ 三田 紀房／著 講談社

脳には「努力できる脳」と「努力できない脳」があるという。とある判定法によっ
て、「努力できない脳」であることが判明した早瀬菜緒。東大目指しての猛勉強
真っ最中の厳しすぎる宣告だった。しかし、そんな脳を騙して努力させられる方
法があるという。

740.2 CA キャパとゲルダ ふたりの戦場カメラマン
マーク・アロンソン／著
マリナ・ブドーズ／著 原
田 勝／訳

あすなろ書房
激動の１９３０年代、スペイン内戦を世界に伝えた２人のカメラマン、ロバート・
キャパとゲルダ・タロー。夢と理想に燃え、カメラを武器に革命に身を投じた、若
き２人の青春の物語。

762.3 BE ベートーベン 生きる喜びを伝えた作曲家
平野 昭／監修 島陰 涙
亜／まんが作画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
多くの苦難をこえて大作曲家への道を進んだベートーベンの人生をまんがで描
く。偉人写真館、わくわく人物資料館など、楽しく学べる学習ページも掲載。見返
しにも記事あり。

762.34 IS バッハ=魂のエヴァンゲリスト 礒山 雅 講談社学術文庫　1991
なぜ心にこれほど深い慰めをもたらすのか。人生への力強い肯定を語るのか。
三百年の時を超え人々の魂に福音を与え続ける楽聖の生涯をたどり、その音楽
の本質と魅力を解き明かした名著、待望の新版。

778.7 DI
ウォルト・ディズニー 夢と魔法の王国をつくっ
た男

ウォルト・ディズニー・カ
ンパニー／監修 久木
ゆづる／まんが作画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
夢と魔法の王国「ディズニーランド」をつくりあげたウォルト・ディズニーの生き様
をまんがで描く。偉人写真館、わくわく人物資料館など、楽しく学べる学習ページ
も掲載。見返しにも記事あり。

809.4 SA 奇跡の朗読教室 人生を変えた２１の話 斉藤 ゆき子／著 新泉社
朗読を学ぶことで人生を飛躍的に変え、運命を好転させることができる。教室で
実際に行っている朗読指導を解説するほか、著者が実際に見た、生徒たちの
“心温まる出来事”を紹介しながら、朗読の力と素晴らしさを伝える。

830 GR 英語の未来
デイヴィッド・グラッドル
著，山岸 勝栄訳

研究社出版
英語は21世紀も「世界語」としての地位を保つことができるのか。インターネット、
複雑系、グローバル経済、人口爆発、若者社会、言語権などのテーマを盛り込
み、英語の将来を予測する。

837 TE 天声人語 ２０１９夏
朝日新聞論説委員室
／編 国際発信部／訳

原書房
『朝日新聞』のコラム「天声人語」２０１９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 ２０１９秋
朝日新聞論説委員室
／編 国際発信部／訳

原書房
『朝日新聞』のコラム「天声人語」２０１９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 ２０１９春
朝日新聞論説委員室
／編 国際発信部／訳

原書房
『朝日新聞』のコラム「天声人語」２０１９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。

910.2 HI
ヒーロー＆ヒロインに会おう！古典を楽しむ
きっかけ大図鑑 第１巻 神話から物語へ 奈
良・平安時代

斎藤 孝／監修 日本図書センター
日本の古典文学作品のなかから選んだヒーロー＆ヒロインと、その物語を、イラ
ストとともにビジュアルに紹介。見開きでパッと古典のおもしろさがわかる大図
鑑。第１巻は、奈良・平安時代の古典を取り上げる。

910.2 HI
ヒーロー＆ヒロインに会おう！古典を楽しむ
きっかけ大図鑑 第２巻 戦乱の世の中で 鎌
倉・室町時代

斎藤 孝／監修 日本図書センター
日本の古典文学作品のなかから選んだヒーロー＆ヒロインと、その物語を、イラ
ストとともにビジュアルに紹介。見開きでパッと古典のおもしろさがわかる大図
鑑。第２巻は、鎌倉・室町時代の古典を取り上げる。



910.2 HI
ヒーロー＆ヒロインに会おう！古典を楽しむ
きっかけ大図鑑 第３巻 「浮世」ってなに？ 江
戸時代

斎藤 孝／監修 日本図書センター
日本の古典文学作品のなかから選んだヒーロー＆ヒロインと、その物語を、イラ
ストとともにビジュアルに紹介。見開きでパッと古典のおもしろさがわかる大図
鑑。第３巻は、江戸時代の古典を取り上げる。

911.1 HY 百人一首 日本の古典 谷 知子／編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
天智天皇、紫式部、西行、藤原定家――。日本文化のスターたちが繰り広げる
名歌の競演がスラスラわかる! 歌の技法や文化などのコラムも充実。旧仮名が
読めなくても、声に出して朗読できる決定版入門。

911.1 KO 古今和歌集 日本の古典 中島 輝賢／編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
日本人の美意識を決定づけ、源氏物語など文学作品はもちろん、美術工芸など
日本文化全体に大きな影響を与えた最初の勅撰集。四季の歌、恋の歌を中心
にして1100首を整然と配列した構成も後世の規範となっている。

911.1 SH 新古今和歌集 小林 大輔編 角川ソフィア文庫 後鳥羽院の命により編纂された新古今和歌集の入門書。

913.3 KO 今昔物語集 日本の古典 角川書店／編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
インド、中国、日本では北海道から沖縄にまで、広大な舞台に繰り広げられる説
話大百科。現代語訳を全面に出し、古文の力がなくても、豊穣な話の宝庫をビ
ジュアルとともに楽しめる。

913.3 OK 大鏡 日本の古典 武田 友宏／編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
大寺院の法会に集まった2人の老人が若侍相手に語る、14代176年間にわたる
王朝の藤原氏の歴史物語。華やかな王朝の裏で繰り広げられる道長らのあくな
き権力闘争の実態など、平安の都人たちの興味津々の話題が満載。

913.3 TO とりかへばや物語 日本の古典 鈴木 裕子／編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
女性的な息子と男性的な娘をもつ父親が、二人の性を取り替え、娘を女性と結
婚させ、息子を女官として女性の東宮に仕えさせた。二人は周到に生活を送って
いたが、やがて破綻していく。平安最末期の奇想天外な物語。

913.3 TS 堤中納言物語 日本の古典 坂口 由美子／編
角川グループパブリッ
シング（発売）

気味の悪い虫を好む姫君を描く「虫めづる姫君」をはじめ、今ではほとんど残っ
ていない平安末期から鎌倉時代の短編10編を収録した作品集。滑稽な話やしみ
じみした話を織り交ぜながら人生の一こまを鮮やかに描く。

913.3 UT うつほ物語 室城 秀之／編
角川グループパブリッ
シング（発売）

源氏物語に先行する壮大な長編物語。ある貴族の四代にわたる秘琴の伝授を
主題とし、源氏・藤原氏両家の皇位継承をめぐる対立を絡めて語られる。

913.4 UJ 宇治拾遺物語 日本の古典 伊東 玉美／編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
驚くほど自由でユーモラス！　面白すぎる古典説話集「宇治拾遺物語」の序と３
４の逸話の総ふりがなつきの原文と現代語訳、あらすじを収録。逸話の理解を
助けるエピソードやミニ知識、作品を味わうための現代からの視点も示す。

913.5 UE 雨月物語 日本の古典
上田 秋成／著 佐藤 至
子／編

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
あの世とこの世、人間と人間でないものが交錯する、美しくも恐ろしい物語－。怪
異小説「雨月物語」を初めて読む人のために、９つの物語のすべてについて、あ
らすじを示しながら、原文の一部を現代語訳とともに紹介する。

913.6 AS グッドバイ 朝井 まかて／著 朝日新聞出版
長崎の油商・大浦屋の女あるじ、お希以（のちの大浦慶）は無鉄砲にも異国との
茶葉交易に乗り出した。やがて明治という時代に漕ぎ出したお慶だが、思わぬ逆
波が襲いかかる－。『朝日新聞』連載に加筆修正し単行本化。

913.6 CH 誘拐遊戯 知念 実希人／著 実業之日本社
女子中学生を誘拐した犯罪者〈ゲームマスター〉の“ゲーム”に失敗し、被害者を
死なせてしまったことで、全てを失った刑事の上原。４年後、再び現われたゲー
ムマスターは女子高校生を誘拐、交渉役に上原を要求してきて…。

913.6 CH レゾンデートル 存在理由 知念 実希人／著 実業之日本社
末期癌に冒されている若手外科医・岬雄貴は、自暴自棄になり街の不良を襲撃
する。これがきっかけで連続殺人鬼「ジャック」と接触し共犯者に。だが偶然助け
た少女・沙耶と心を通わすうちに自らの行動に苦悩し始め…。

913.6 DO 夕焼けポスト ドリアン助川／著 ポプラ社
夕暮れ時にだけ姿を現す郵便ポストには、歴史に名を残した偉人、哲学的な悩
みを抱く子供、孤独に苦しむ老人など、様々な人から相談の手紙が届く。古今東
西の悩みを受け止めるポストの管理人は、休まずに返事を書き続けるが…。

913.6 HA 風神雷神 Ｊｕｐｐｉｔｅｒ，Ａｅｏｌｕｓ 上 原田 マハ／著 ＰＨＰ研究所
２０××年。京都国立博物館研究員の彩がマカオで目にしたものは「風神雷神」
が描かれた西洋絵画と「俵屋宗達」の４文字で…。「風神雷神図屏風」を軸に繰
り広げられる歴史アート小説。『京都新聞』ほか連載を加筆し書籍化。

913.6 HA 風神雷神 Ｊｕｐｐｉｔｅｒ，Ａｅｏｌｕｓ 下 原田 マハ／著 ＰＨＰ研究所
謎多き琳派の祖・俵屋宗達とバロックの巨匠・カラヴァッジョ。ふたりの魂の化身
である「絵」が出会い…。「風神雷神図屏風」を軸に繰り広げられる歴史アート小
説。『京都新聞』ほか連載を加筆し書籍化。

913.6 HA 高校サッカーボーイズＵ－１８ はらだ みずき／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
高校３年生の遼介は、サッカー部内のＡチームに昇格を果たすものの、試合に
出場するチャンスをつかめずにいた。高校総体を区切りに、引退か、最後まで続
けるのか、決断を迫られ…。『小説野性時代』連載を改題し単行本化。

913.6 IM 意味がわかると鳥肌が立つ話
蔵間 サキ／編著 ｔｏａｉ
／絵

学研プラス
１つの物語を違う角度からみると、まったく違う物語が見えてくる…。ページをめく
ると違う物語に変貌する、恐怖、笑い、感動の逸話を集めたアンソロジー。「ゾン
ビ伝説」「満腹感」など全８３編を収録。

913.6 IS
絵に隠された記憶 熊沢アート心療所の謎解
きカルテ

一色 さゆり／著 宝島社
ユニコーンの絵ばかり描く少女、スマホ依存に悩む学生…。絵画療法の第一人
者・熊沢が、様々な悩みを持つ人々の過去や本心を、彼らが描いた絵から見抜
いていく。だが、インターンの聡子は熊沢に対してある疑念を抱き－。

913.6 KA
本好きの下剋上 司書になるためには手段を
選んでいられません 短編集１

香月 美夜／著 ＴＯブックス
下町の面々や孤児院、神殿、貴族院の人々のそれぞれの視点で描かれる物
語。ＷＥＢ掲載の閑話やＳＳ、第４部４までの特典ＳＳなど、単行本未収録の２１
編を解説付きでまとめた短編集。描き下ろし「四コマ漫画」も収録。

913.6 MA 空は逃げない まはら 三桃／著 小学館
佐藤倫太郎と佐藤林太郎は、同じ大学陸上部の棒高跳びの選手。Ａ太郎、Ｂ太
郎と呼ばれるふたりの前に、練習風景を熱心にスケッチしていた芸術学部の女
子・石井絵怜奈が、突然、自分も棒高跳びの選手になりたいと志願し…。

913.6 MI カエルの小指 ａ　ｍｕｒｄｅｒ　ｏｆ　ｃｒｏｗｓ 道尾 秀介／著 講談社
詐欺師から足を洗い、実演販売士として生きる道を選んだ武沢竹夫。しかし謎め
いた中学生・キョウがとんでもない依頼とともに現れたことで、ふたたびペテンの
世界に戻ることに…。『メフィスト』連載に加筆修正して単行本化。

913.6 MU 生命式 村田 沙耶香／著 河出書房新社
人口が急激に減り、人類は滅びるのでは、という不安感が世界を支配する時
代。死んだ人間を食べながら、男女が受精相手を探す「生命式」が行われ…。表
題作をはじめ、著者自身がセレクトした“脳を揺さぶる”全１２編を収録。

913.6 OK 罪の轍 奥田 英朗 新潮社
東京オリンピックを翌年にひかえた昭和38年、浅草で男児誘拐事件が発生し
た。しかし犯人が求めていたのは、大金でも、子どもの命でもなく…。犯罪ミステ
リ。『小説新潮』連載を改題し単行本化。



913.6 OK
珈琲店タレーランの事件簿 ６ コーヒーカップ
いっぱいの愛

岡崎 琢磨／著 宝島社
珈琲店〈タレーラン〉のオーナーは、バリスタである又姪の切間美星に、４年前に
亡くなった妻が生前一週間も家出するほど激怒した理由を突き止めてほしいと
依頼する。美星は常連客のアオヤマとともに調査を開始したが…。

913.6 ON 白銀（しろがね）の墟（おか）玄（くろ）の月 ３ 小野 不由美／著 新潮社
李斎は、荒民らが怪我人を匿った里に辿り着く。だが、男の命は既に絶えてい
た。一方、李斎の許を離れた泰麒は、妖魔によって病んだ傀儡が徘徊する王宮
で、王を追い遣った真意を阿選に迫る。「麒麟」の深謀遠慮とは、如何に。

913.6 ON 白銀（しろがね）の墟（おか）玄（くろ）の月 ４ 小野 不由美／著 新潮社
天の加護がその命を繋いだ歳月、泰麒は数奇な運命を生き、李斎もまた、汚名
を着せられ追われた。それでも驍宗の無事を信じたのは、あの豺虎を玉座から
追い落とすため－。戴国の命運は、終焉か開幕か。

913.6 UO みかん、好き？ 魚住 直子／著 講談社
拓海の前に突然あらわれた、風変わりな女の子・ひなた。拓海の祖父が作るみ
かんに感動して東京から瀬戸内海の島までやってきたという。ひなたと祖父はど
んどん仲良くなり、一緒にみかんを育てることに…。甘酸っぱい青春小説。

913.7 SH 春風亭一之輔のおもしろ落語入門
春風亭 一之輔／落語
山口 晃／画

小学館
子どもが楽しめる古典落語をセレクト。落語の舞台、決まり事を織り込みながら、
「転失気」「鈴ケ森」「長屋の花見」など全７本を、春風亭一之輔の語り口と山口
晃の絵で紹介する。

915.3 FU 蜻蛉日記 日本の古典
右大将道綱母／著 角
川書店／編

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

美貌と歌才に恵まれ権門の夫をもちながら、蜻蛉のようにはかない身の上を嘆く
藤原道綱母の21年間の日記。鋭く人生を見つめ、夫の愛情に絶望していく心理
を繊細に描く。現代語訳を前面に出し、難解な日記をしっかり理解できるよう構
成。

915.3 IZ 和泉式部日記
和泉式部／著 川村 裕
子／編

角川グループパブリッ
シング（発売）

恋多き女、和泉式部が秀逸な歌とともに綴った王朝女流日記の傑作。為尊親王
の死後、その弟の敦道親王から和泉式部へ便りが届き、新たな恋が始まった。

915.3 KI 土佐日記 日本の古典
紀 貫之／著 西山 秀人
／編

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

平安期の大歌人、紀貫之が侍女になりすまし、帰京の旅をかな文字で綴った紀
行文学の名作。国司の任期を終えて京へ戻る船旅は長く苦しい日々の連続で
あった。鬱々としながらも歌を詠み合い、ひたすら都を目指す一行の姿が生き生
きとよみがえる。

915.3 MU 紫式部日記 日本の古典
紫式部／著 山本 淳子
／編

角川グループパブリッ
シング（発売）

華麗な宮廷生活を活写しながら、その生活に溶け込めない自身の複雑な心境も
語る。同僚女房やライバル清少納言についての言及には対象を批判的に見る
目が利いている。『源氏物語』成立の背景を知るための最適の書。

915.3 SU 更級日記 日本の古典
菅原孝標女／著 川村
裕子／編

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
平安時代につづられた女性の日記。東国育ちの作者が京へ上り憧れの物語に
読みふけった少女時代。結婚、夫との死別。その後の寂しい生活。ついに思いこ
がれた生活を手にすることのなかった一生が今の世にも胸に迫る。

933.7 MO アウシュヴィッツのタトゥー係
ヘザー・モリス／著 金
原 瑞人／訳 笹山 裕子
／訳

双葉社
１９４２年、アウシュヴィッツ。収容所で生きのびるため、同胞に番号を刺青する
役を選んだユダヤ人の男は、ある日その列に並ぶ一人の女と恋に落ちる。そし
て「必ず生きて、この地獄を出よう」と誓い…。実話に基づく物語。


