
書名 著者名 出版社 内容紹介

002 MA 学ぶということ
内田 樹／著  他　 ちく
まプリマー新書編集部
／編

筑摩書房
「生きる力を高める」「人の力を引き出す」「学び続ける原動力」…。内田樹、岩井
克人ら、知の最前線で活躍する著者らが、「学ぶということ」をテーマに、若者た
ちに良質なアドバイスを贈る。読書案内付き。

002.7 FA
ＦＡＣＴＦＵＬＮＥＳＳ １０の思い込みを乗り越
え、データを基に世界を正しく見る習慣

ハンス・ロスリング／著
オーラ・ロスリング／著
他　上杉 周作／訳 関
美和／訳

日経ＢＰマーケティング
（発売）

賢い人ほどとらわれる１０の思い込みから解放されれば、癒され、世界を正しく
見るスキルが身につく。データや事実にもとづき、世界を正しく読み解く習慣
「ファクトフルネス」を紹介する。見返しに「世界保健チャート」等あり。

019 SA 読書する人だけがたどり着ける場所 斎藤 孝／著 ＳＢクリエイティブ
毎日情報に触れているのに、知識が深まらないのはなぜか？　「読書が人生の
深みをつくる」との前提のもと、ネットやＳＮＳも活用しながら、どんな本をどう読
むかを伝える。章末ではそれぞれのテーマの名著も紹介。

070 IG
その情報はどこから？ ネット時代の情報選別
力

猪谷 千香／著 筑摩書房
情報の海に溺れて自分を見失わないように－。コミュニケーションツールであり、
情報インフラであり、人々の居場所でもあるインターネット。そこでどのような情
報をやりとりして、また使うか。ネット時代の情報選別力を伝える。

130.4 SH 世界の哲学者に学ぶ人生の教室
白取 春彦／著 冀 剣制
／著

ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

ソクラテスからサルトルまで…哲学は生きていくために役に立つ。「超訳ニーチェ
の言葉」の白取春彦と、台湾で哲学を若い世代に教える冀剣制が、哲学者の考
え方がどう人生に応用できるかを語りつくす。

151.6 MO 幸福とは何か 思考実験で学ぶ倫理学入門 森村 進／著 筑摩書房
幸福とは何か。私たちはなんのために生きているのか－。誰もが一度は心をつ
かまれるこの問題を手がかりに、思考実験と練習問題を通して、「世界」と「自
分」との位置関係の読み解き方を学べる倫理学入門の書。

210.1 HY 「日本国紀」の副読本 学校が教えない日本史
百田 尚樹／著 有本 香
／著

日本工業新聞社（発
売）

百田尚樹の作品「日本国紀」の隠しテーマの一つは日韓関係。教科書記述との
違いは－。主観も視点もない従来の日本の歴史に反旗を翻した作家と、伴走し
た軍師・編集者が日本史を語り尽くす。

332.1 AT
デービッド・アトキンソン新・生産性立国論 人
口減少で「経済の常識」が根本から変わった

デービッド・アトキンソン
／著

東洋経済新報社
今後４０余年をかけて１５～６４歳の生産年齢人口が約半数に激減する日本。人
口減少を逆に武器にして日本経済を復活させることができる、生産性向上のた
めの「超具体的な方法」を公開する。

367.6 ID
デートＤＶ予防学 シングル単位思考法でわか
る

伊田 広行／著 かもがわ出版
デートＤＶやストーカーの被害者にも加害者にもならないために－。デートＤＶを
「シングル単位」という考え方で解説。恋愛の２大トラブル、嫉妬と別れも取り上
げる。友人や家族など、様々な人間関係に応用できるコツが満載。

371.4 KA 学校崩壊 河上 亮一 草思社
いま学校で何が起きているのか? 三十年間現場の教師として生徒と格闘し、十
年前から学校の危機に警告を発してきた著者が、なぜ現在のような状態に立ち
至ってしまったのかを示すとともに、再生への道を探る。

377.2 NE 擬人化マンガ大学あるあるこれくしょん ネピア／著 ぴあ
どこが違う？　自慢は何？　どんな特徴があるの？　国公立から私立まで、個性
豊かな大学を擬人化した全７０キャラが「それ、あるある…！」な自校ネタを紹介
する。Ｗｅｂ掲載を書籍化。

407 KU
手作り実験工作室 「科学」の入り口は“ふし
ぎ”で“ヘン”で“おもしろい”こと １ 手軽な実験
編

久保 利加子／著 工学社
科学の入り口は“ふしぎ”で“ヘン”で“おもしろい”こと。１は、「フリクション・ペン」
や「アイロン・ビーズ」といった、１００円ショップで手に入る材料を使った実験を、
科学的情報を加えながら紹介する。

407 KU
手作り実験工作室 「科学」の入り口は“ふし
ぎ”で“ヘン”で“おもしろい”こと ２ 手作り工作
編

久保 利加子／著 工学社
科学の入り口は“ふしぎ”で“ヘン”で“おもしろい”こと。２は、「ピンホール投影
機」や「ハーフミラー」など、光を使った実験や、アニメマシン、ＶＲ（仮想現実）な
どを題材にした実験を、科学的情報を加えながら紹介する。

410.9 SU 組合せ論パーフェクト・マスター 鈴木 晋一／編著 日本評論社
多種・多彩な問題を解いて、センスを磨こう！　「組合せ論」分野の基礎から上級
までを網羅した精選問題集。数学オリンピックへの挑戦の足がかりとなる一冊。

411 SU 代数・解析パーフェクト・マスター 鈴木 晋一／編著 日本評論社
手応えのある問題を解いて、腕力を付けよう！　「代数・解析」分野の基礎から
上級までを網羅した精選問題集。数学オリンピックへの挑戦の足がかりとなる一
冊。

412.1 SU 初等整数パーフェクト・マスター 鈴木 晋一／編著 日本評論社
数学オリンピックで多数出題される整数論分野の問題を、基本的な問題の初
級、ジュニア数学オリンピック程度の問題の中級、日本数学オリンピックや国際
数学オリンピック程度の問題の上級に分けて収録する。

414.1 SU 平面幾何パーフェクト・マスター 鈴木 晋一／編著 日本評論社
ねばり強く柔軟な「幾何力」を身につけよう！　高校生・中学生のための精選問
題集。数学オリンピックで過去に出された平面幾何の問題を収集して、丁寧な解
答を付す。初級・中級・上級に分けた練習問題も収録。

430 MO めんそーれ！化学 おばあと学んだ理科授業 盛口 満／著 岩波書店
生徒の多くは、おばあたち。料理から化学変化とは何かを学び、石けんづくりか
ら酸とアルカリの性質を知る。おばあたちの昔話も飛び出して…。沖縄の夜間中
学で化学を教えた体験をもとに、化学の面白さを伝える。
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460 MO
生きものとは何か 世界と自分を知るための生
物学

本川 達雄／著 筑摩書房
ずっと続くようにできているのが生きもの！？　環境変化の壁と有性生殖、目的
と進化、時間の感覚器官…。形と時間をキーワードに、「生物とは何か」を解説
する。「自分」を理解する上で役に立つ生物学入門。

471.7 TA
植物のかしこい生き方 欲張らず、むだに戦わ
ずしたたかに生きる知恵

田中 修／著 ＳＢクリエイティブ
かしこい生き方のコツを、植物から学ぼう。競わない生存戦略、環境に抗わない
知恵と工夫、逆境をしたたかに生きる技…。「不思議」と「なるほど！」がつまっ
た、身近な２５の植物の生態をやさしく解説する。

483.3 KU 不老不死のクラゲの秘密 久保田 信／著 毎日新聞出版
重傷を負っても再生し、老化・老衰しても若返ることができるベニクラゲ。クラゲ
研究の世界的権威が、死なないクラゲの体と生態を徹底解剖。生物の進化を辿
りながら、「不老不死」のメカニズムに迫る。

488.04 MA 鳥類学者の目のツケドコロ 松原 始／著 ベレ出版
そこらへんにふつうにいる鳥でも、新たな「目のツケドコロ」を持てば、ずっと興味
深く、おもしろい存在になる！　“カラス屋”の松原先生が、スズメやツバメ、ヒヨド
リ、ウグイスなど、身近な鳥について語りつくす。

498.1 RY 理学療法士まるごとガイド
日本理学療法士協会
監修

ミネルヴァ書房
医療機関や福祉施設等で幅広く活躍する理学療法士の仕事の実際や資格の取
り方、気になる将来性などを紹介。国家試験受験資格が取れる学校リスト、問い
合わせ先一覧も収録。新取材のルポ・インタビューを収めた第3版。

617.3 HA
コーヒー豆を追いかけて 地球が抱える問題が
熱帯林で見えてくる

原田 一宏／著 くもん出版
熱帯や亜熱帯で広く栽培されるコーヒー豆は、世界中に輸出されている。コー
ヒー豆を調べて見えてきた、地球上のさまざまな問題とは？　熱帯林とわたした
ちとの意外なつながりを、わかりやすく解説する。

689.1 AT
デービッド・アトキンソン新・観光立国論 イギリ
ス人アナリストが提言する２１世紀の「所得倍
増計画」

デービッド・アトキンソン
／著

東洋経済新報社
長年アナリストとして活動をしてきたイギリス人の著者が、日本の人口減を吸収
して、かつＧＤＰの絶対額を増やしていくための施策として「観光立国」が有効だ
と主張。さまざまな数字に基づいて説明する。

723.3 MU ムンクの世界 魂を叫ぶひと 田中 正之／監修 平凡社
名画「叫び」で知られる画家エドヴァルド・ムンク。「叫び」がもっと面白くなる４つ
の視点を解説し、その画業と生涯を多数の作品とともに紹介する。ムンクの故郷
ノルウェーをめぐる旅ガイドなども収録。

726.1 MI ドラゴン桜２ 東大合格請負漫画 １ 三田 紀房／著 講談社
2020年の教育改革を前に、あの男が帰ってくる! 日本の大学受験を変えた、伝
説の東大合格請負漫画『ドラゴン桜』、待望の続編!

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

”東大合格請負人”桜木建二が設立した「東大専科」によって、龍山内部では「旧
校舎派」と「新校舎派」の対立が激化! そんな中、「東大専科」の二人の生徒、天
野晃一郎と早瀬菜緒は、ある”難題”をふっかけられる。その結果発せられた
「やっぱり私、東大受けるのやめ……」の一言。かたや、必殺の新受験テクニッ
ク「受験マトリックス」も登場し、風雲急を告げる’20年度大学入試改革対応の
「東大合格請負漫画」2巻であった。

726.1 MI ドラゴン桜２ 東大合格請負漫画 ３ 三田 紀房／著 講談社

スタディサプリ、受験マトリックス……次々と新時代の受験対応策が登場した「東
大専科」。桜木による次なる指令は、早瀬は帰国子女になりきって英文でのツ
イッターをすること、天野はユーチューバーとなって、英語での動画投稿を日々
更新しろという”斬新”すぎるものだった。一方、打倒「東大専科」を掲げる「難関
大クラス」では、教師・田村と生徒・小杉が号泣しながら東大を目指すことを誓う
魂のドラマが進行していた。

726.1 MI ドラゴン桜２ 東大合格請負漫画 ４ 三田 紀房／著 講談社

「ヘロ~エビバディ!」。東大専科に英語の先生がやってきた! ビヨンセのモノマネが
上手そうな彼女の名前は、ナベアケミ。彼女が言うには、東大英語の攻略は何を
おいてもリスニング! はじめての授業は、海外アーティストの動画を流しながら、
踊って歌って口パク&モノマネというエンタメ度高めの奇抜なものだった。「ぼそぼ
そシャドーイング」なんていうリスニング必勝法も伝授される大変お得な英語たっ
ぷり巻!

726.1 SU コウノドリ　２５ 鈴ノ木 ユウ
講談社　(モーニングKC
3056)

【同性愛】ピアニスト・ベイビーが誕生したゲイバーのマスターが、父になるかもし
れないとサクラに告白してきた。そして、妊婦がペルソナを訪れる。彼女のパート
ナーは女性だった。【性分化疾患】体の性が分化する過程で起こる疾患がこう呼
ばれる。【梅毒】近年、感染者数が増加している病気。パートナーがいる人は要
注意!

726.1 SU コウノドリ  ２６ 鈴ノ木 ユウ／著 講談社

【里帰り出産】かつて乳がんを患った田島サエが妊娠した。彼女は、親の催促も
あり、実家に戻って出産することになる。地元の病院で彼女を担当するのは、四
宮だった。【子宮頚管無力症】二人目の子供の出産にあたって急遽入院した妻。
息子との慣れない二人きり生活にお父さんは四苦八苦? 【胎盤】出産後、何事も
なく暮らしていた母親が突如大量出血。原因は!?

778.2 KI
樹木希林１２０の遺言 死ぬときぐらい好きにさ
せてよ

樹木 希林／著 宝島社
とにかく、世の中を面白がること。老いだって病気だって、自分の栄養になる－。
生・老・病・死など普遍的なテーマを中心に、樹木希林が残した１２０の言葉を厳
選して収録する。巻頭には写真も掲載。

778.7 JI 人生を変えるアニメ
河出書房新社／編 池
沢 春菜／ほか著

河出書房新社
人生に必要なことはすべてアニメが教えてくれる！　アニメ監督、声優、小説家、
評論家など２７名が、若い人たちに本気ですすめるアニメを紹介。もっとアニメに
出会うための作品ガイドも収録する。

778.7 KI
ふたりのトトロ 宮崎駿と『となりのトトロ』の時
代

木原 浩勝／著 講談社
木原君、この作品は楽しく作ってください－。元スタジオジブリ制作デスクが、公
開３０年を機に初めて明かす「となりのトトロ」誕生までの１年間。宮崎駿監督や
スタッフの素顔と情熱に迫る感動秘話が満載。

801.7 YA 通訳者・通訳ガイドになるには 鑓田 浩章／著 ぺりかん社
言語と言語の橋渡しをするスペシャリスト、通訳者・通訳ガイド。専門的なスキル
や知識、経験を要求され、語学堪能なだけでは務まらない仕事の実際から「なり
方」までを解説する。国際舞台で活躍する人々の姿も紹介。

814.9 YO
ことばが消えたワケ 時代を読み解く俗語の世
界

米川 明彦／著 朝倉書店
明治から平成までの間に生まれたり、はやったりしたことばで、今や消えた、ある
いは消えかかっていることば（主に俗語）を振り返り、時代の変化とことばの関係
をさぐる。巻末に語彙索引、事項索引を掲載。



911.1 LE 英語でよむ万葉集 リービ英雄 岩波新書　新赤版　920

「万葉集にたどりついたとき、古い日本語というよりも、とても新しい文学に出
会ったという不思議な感じがした」英語を母語としながら、日本語作家として現代
文学をリードする作家の感性が、英語という鏡に古代日本語の新しい姿を映し
出す。全米図書賞を受賞した名訳から選りすぐった約五〇首の対訳に、作家独
自のエッセイを付す。

913.6 AR ぼくたちはきっとすごい大人になる 有吉 玉青／著 光文社
小学生のころ、冷静に、鋭くまわりを見ていたことを覚えていますか。“死ぬこと”
をまっすぐに理解しようとする小学生を描いた表題作など、子供の持つ鋭い視点
から見える世界を綴った短編全６編を収録。

913.6 AS 死にがいを求めて生きているの 朝井 リョウ／著 中央公論新社
植物状態のまま眠る青年と見守る友人。美しい繋がりに見えるふたりの“歪な真
実”とは？　平坦で争いのない「平成」の日常を、朝井リョウが現代の闇と祈りを
込めて描く。『小説ＢＯＣ』連載を加筆修正し単行本化。

913.6 CH 螺旋の手術室 知念 実希人／著 新潮社
簡単な腹腔鏡手術を受けていた准教授がありえない死を遂げた。医学部教授選
をめぐる疑惑、連続するドクターの怪死、異様な血液の闇。「ｍｉｓｓキシ」「１／２
ダンス」の言葉は何を暗示するのか…。医学ミステリー。

913.6 DO 新宿の猫 ドリアン助川／著 ポプラ社
構成作家の卵である「ボク」は、ぶらりと入った新宿の小さな居酒屋で、野良猫を
かわいがる「夢ちゃん」という女性店員に出会う。ふたりは猫についての秘密を
分け合い、大切な約束をするのだが－。名もなき星のような物語。

913.6 FU 東京の子 藤井 太洋／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
２０２３年、東京。パルクール・パフォーマーを１５歳で引退し、何でも屋として生
計を立てる舟津怜は、失踪したベトナム人、ファムの捜索を依頼され…。アフター
オリンピックの日本を描く。『文芸カドカワ』連載を加筆修正。

913.6 HA つくもがみ笑います 畠中 恵／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
出雲屋では、清次とお紅、跡取りの十夜とつくもがみたちが仲良く暮らしていた。
大江戸屏風に迷い込んだり、幽霊退治にかり出されたり、退屈しらずの毎日で
…。あやかしファンタジー第３弾。『小説野性時代』連載を書籍化。

913.6 HI 小夏と麦の物語 飛騨 俊吾／著 双葉社
広島を舞台に愛犬とその家族の愛情に満ちた日常を描いた「ニューサマーオレ
ンジ」と、飼い猫〈麦〉の目を通して生への希望と切なさを描いた「麦ねこ」の中編
小説２編を収録。電子書籍に書き下ろしを加え文庫化。

913.6 IM 父と私の桜尾通り商店街 今村 夏子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
桜尾通り商店街のはずれでパン屋を営む父と、娘の「私」。コッペパンをサンド
イッチにして並べはじめたことで、予想外の評判を呼んでしまい…。『文芸カドカ
ワ』等掲載に書き下ろしを加え単行本化。

913.6 IZ 「伊豆文学賞」優秀作品集　第22回
伊豆文学フェスティバ
ル実行委員会編

羽衣出版

内容:石に火を灯す 牧野恒紀著. 天城へ 吉川道廣著. 海と亀の星 中嶋健二著.
シャレコウベ、ふたつ 杉本将彦著. 富士の白雪ゃ 渡会三郎著. 秋野不矩、インド
絵画の祈り 井村たづ子著. 新緑と水の街三島よ 仲野鈴代著. 三島への旅 須藤
安佐乃著. 海の誘惑 津槻たお著. 井伏鱒二とワサビ田と釣りと 江川洋著. 変わ
らない夏 花島瑞希著

913.6 KA スイート・マイホーム 神津 凛子／著 講談社
スポーツインストラクターの賢二は、寒がりの妻のため、たった１台のエアコンで
家中を暖められる「まほうの家」を購入する。だが、引っ越し直後から奇妙な現象
が起こり始める。さらに、関係者の一人が怪死を遂げ…。

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 第４部〔６〕 貴族院の自
称図書委員 ６

香月 美夜／著 ＴＯブックス
貴族院で、ローゼマインの新たな１年が本格化。早速始まった講義では、エーレ
ンフェストの２年生の「全員一発合格」を目指したり、図書委員の仲間探しに奔
走！　書き下ろしＳＳ、描き下ろし４コママンガも収録。

913.6 KI これは花子による花子の為の花物語 木爾 チレン／著 宝島社
高校時代の人間関係が原因で引きこもりになった花子の唯一の外との繋がり
は、「カコ」名義でプレイするゲームアプリ。そこで出会ったレンとメッセージをやり
とりするうちに、彼に惹かれていき…。京都を舞台に描かれる恋物語。

913.6 MA 九月の恋と出会うまで 松尾 由美／著 双葉社
壁穴から囁く不思議な男。戸惑いながらも志織は、〈一年後の今日〉を生きてい
る彼の奇妙な依頼を引き受けた。愛の魔法に導かれているとも知らず…。恋が
恋を呼ぶ、知的でキュートな奇跡のラブストーリー。

913.6 MI 竜にたずねよ みなと 菫／著 講談社
戦国時代、青海の国の八姫は人質として、竜の伝説がある萩生に送られるが、
ある日、萩生が大国から急襲されてしまう。密書を届けるため、そして戦によって
荒れゆく山を守るため、姫と、不思議な力を持った少年が立ち上がる。

913.6 NA 総理にされた男 中山 七里／著 宝島社
総理の“替え玉”を引き受けることになった、総理そっくりの売れない役者。直面
する不条理な現実の連続に、政治素人の彼がとった行動とは。政治の世界をわ
かりやすく描くポリティカル・エンターテインメント小説。

913.6 NA
ドＳ刑事（デカ） 〔６〕 井の中の蛙大海を知らず
殺人事件

七尾 与史／著 幻冬舎
「ドＳすぎる」美人刑事・黒井マヤに、“ハネムーンの下見”のため豪華客船に“拉
致”された代官山脩介巡査。だがその船には時限爆弾が仕掛けられ、さらには
大物女優の死体が発見されて－。『小説幻冬』連載を加筆・修正。

913.6 NI 人類最強の初恋 西尾 維新／著 講談社
人類最強の請負人・哀川潤。強くなりすぎた彼女に、遂に世界のすべてが降伏
する。倒すべき敵も、応えるべき依頼も失った請負人に、その時、初めての「恋」
が襲い掛かる！　「最強」シリーズ開幕。『メフィスト』掲載を書籍化。

913.6 RA イミテーションと極彩色のグレー ｌｏｕｎｄｒａｗ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
渡り鳥のように、人々の前に姿を現す不思議な少女と、その軌跡を追い続けた
不器用な少年。少女が胸に秘めていたある後悔が、ふたりの運命を大きく動か
し…。描き下ろしイラストも収録。『ダ・ヴィンチ』連載を書籍化。

913.6 SA 駒音高く 佐川 光晴／著 実業之日本社
プロを志す中学生、引退間際の棋士、将棋会館の清掃員…。将棋の世界に生き
る７人の人生を、青春・家族小説の名手が温かなまなざしで描く珠玉の連作短
編集。「大阪のわたし」「光速の寄せ」など全７編を収録。



913.6 SE 傑作はまだ 瀬尾 まいこ／著
エムオン・エンタテイン
メント（発売）

引きこもり作家の前に突然現れた初対面の息子。孤独に慣れ切った世間知らず
な父と、近所付き合いも完璧にこなす息子の同居生活の行方は…。父と子の再
生の物語。ＷＥＢメディア『エンタメステーション』連載を加筆し書籍化。

913.6 SH 木曜日の子ども 重松 清／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
再婚した妻の連れ子がひどいいじめにあい転校した先は、７年前、給食への毒
物混入で無差別殺人事件が起きた学校だった。やがて静かなニュータウンで
次々と怪死事件が起こり…。『野性時代』連載を大幅改稿し書籍化。

913.6 SU 麦本三歩の好きなもの 住野 よる／著 幻冬舎
朝寝坊、チーズ蒸しパン、そして本。好きなものがたくさんあるから、毎日はきっ
と楽しい－。図書館勤務の２０代女子、麦本三歩のなにげない日常を描く。『小
説幻冬』掲載に書き下ろしを加えて単行本化。

913.6 TS 傲慢と善良 辻村 深月／著 朝日新聞出版
進学、就職、恋愛、友情、結婚…。あらゆる選択を決断してきたのは本当に「私
自身」なのだろうか？　忽然と姿を消した婚約者の居場所を探すため、西沢架
は、彼女の過去と向き合うことになるが…。『週刊朝日』連載を単行本化。

913.6 TS 小説映画ドラえもんのび太の月面探査記
藤子・Ｆ・不二雄／原作
辻村 深月／著

小学館
ドラえもんのひみつ道具を使って、月の裏側にウサギ王国を作ることに。そんな
ある日、のび太のクラスに謎の転校生がやってきて…。２０１９年３月公開の同
名映画の脚本を手がけた辻村深月が、自ら書き下ろした長編。

913.6 UC ふたたび蝉の声 内村 光良／著 小学館
５０歳を目前に控えた役者、進。最近ようやく順調に仕事が入るようになったが、
家庭内で居心地の悪さを感じるようになり…。翻弄され、迷いながらも家族や人
生と向き合い、懸命に生きる人々を描いた群像小説。

913.6 YO ノースライト 横山 秀夫／著 新潮社
一級建築士の青瀬が設計した新築の家。しかし、Ｙ邸に越してきたはずの家族
の姿はなく、一脚の「タウトの椅子」だけが浅間山を望むように残されていた。Ｙ
邸で何が起きたのか？　一家の行方は…。『旅』連載を単行本化。

913.6 YO 横道世之介 続 吉田 修一／著 中央公論新社
バブルの売り手市場に乗り遅れ、バイトで食いつなぐ横道世之介、２４歳。人生
のダメな時期にあるが、彼の周りには笑顔が絶えない。そして２７年後、オリン
ピックに沸く東京で、小さな奇跡が…。『小説ＢＯＣ』連載を単行本化。

933.7 JO
迷路の外には何がある？ 『チーズはどこへ消
えた？』その後の物語

スペンサー・ジョンソン
／著 門田 美鈴／訳

扶桑社
チーズが消えた迷路に残ることを決めた小人のヘム。そんなヘムに大きな変化
が訪れるが、受け入れることができなくて…。人生の変化に怖がらず適応するた
めの「迷路脱出」法を伝授する。「チーズはどこへ消えた？」の続編。

933.7 NA おやすみの歌が消えて
リアノン・ネイヴィン／著
越前 敏弥／訳

集英社
兄のアンディが「じゅうげき犯」に殺された。ママもパパも、すべてが変わってし
まった世界で、ひとりぼっちになったザックは、アンディのクロゼットを秘密基地に
し…。銃乱射事件を６歳の子供の視点から描いた長編小説。

947 KA
絶望名人カフカ×希望名人ゲーテ 文豪の名
言対決

フランツ・カフカ／著 ヨ
ハン・ヴォルフガング・
フォン・ゲーテ／著 頭
木 弘樹／編訳

草思社
生涯名声を誇った１８世紀を代表する作家ゲーテと、ほとんど無名のままこの世
を去った２０世紀を代表する作家カフカ。対照的な２人の人物が残した言葉を対
比させ、エピソードを交えながら解説する。


