
書名 著者名 出版社 内容紹介

007.1 KA
現代暗号入門 いかにして秘密は守られるの
か

神永 正博／著 講談社
開発者と攻撃者の熾烈な争いを追いながら、実際に使われている暗号技術を解
説。現代的な暗号の基本要素である「共通鍵暗号」「ハッシュ関数」「公開鍵暗
号」にくわえ、ハードウェアの面からの暗号解読についても紹介する。

007.6 YA
１０代からのプログラミング教室 できる！わか
る！うごく！

矢沢 久雄／著 河出書房新社
プログラミングができれば、たった一人でも、アイデアを自分で形にできる。まだ
プログラミングの楽しさを知らない人のために、プログラミングの基礎を漫画やイ
ラストを交えて解説。

017.4 MA 学校図書館はカラフルな学びの場 松田 ユリ子／著 ぺりかん社
自分の知らない、ほしいものがある場所－それが学校図書館。そこで生まれる
カラフル（個性的で多様）な学びを、生徒や教職員の実際のエピソードとともに多
数紹介する。

019.2 WA 読む力は生きる力 脇 明子／著 岩波書店
長年大学生を教え、「子どもの本の会」を主宰してきた著者が、「子どもが本を読
むことの大切さ」をテーマに真正面から取り組み、たどりついた成果を、講演のよ
うなやわらかい語り口で説く。

033 JA ＪＡＰＡＮ　MINI ENCYCLOPEDIA OF JAPAN Genjiro Ito
みずほファイナンシャル
グループ

みずほ日本小百科。日本の豊かな自然や歴史、文化などを掲載。

116 OG 突然頭が鋭くなる４２の思考実験 小川 仁志／著 ＳＢクリエイティブ
思考実験とは、古代ギリシアの時代から現代まで哲学者や思想家たちが「考え
る」ためのツールとして用いてきた、頭の中で想像するだけの実験のこと。思考
力を鍛えるために役立つ４２の思考実験を、７グループに分けて解説する。

147.1 SH 召喚師 陰陽師からデビルサマナーまで 不動舘／ほか共著 新紀元社
魔法使いの中でも、魔物などの召喚を行う「召喚術師」にスポットをあて、時代や
国別に、その召喚の方法や特徴を解説する。

159 DU
やり抜く力 人生のあらゆる成功を決める「究
極の能力」を身につける

アンジェラ・ダックワー
ス／著 神崎 朗子／訳

ダイヤモンド社
ビジネスリーダー、エリート学者、オリンピック選手…成功者の共通点は才能で
はなく「やり抜く力」だった！　ハーバード×オックスフォード×マッキンゼーの心
理学者が解明した究極の能力「やり抜く力」を伸ばす方法を解説。

159 FU 心に響く小さな５つの物語
藤尾 秀昭／文 片岡 鶴
太郎／画

致知出版社
与えられた時間、場、環境をそれぞれの使い方で使い、人生という“素晴らしい
音楽”を奏でた人たちの物語。「夢を実現する」「人の心に光を灯す」など、珠玉
の５編を収録。『致知』掲載を単行本化。

159 FU 心に響く小さな５つの物語 ２
藤尾 秀昭／文 片岡 鶴
太郎／画

致知出版社
深い山に入って道を失った時、先人の残してくれている道標は迷う心に安心感を
与えてくれます…。「心願に生きる」「感動・笑・夢」など、珠玉の感動実話５編を
紹介。『致知』掲載を単行本化。

159 GL 逆転！ 強敵や逆境に勝てる秘密
マルコム・グラッドウェ
ル／著 藤井 留美／訳

講談社
弱小チームでも、貧しくても、二流大卒でも、「勝利の方程式」は必ず存在する。
自分より圧倒的に強い相手や逆境に打ち勝つためには何が必要なのか、有名
無名の人物たちのさまざまな物語を紹介しながら掘り下げる。

159 HI 見る見る幸せが見えてくる授業 ひすい こたろう／著 サンマーク出版
「幸せ」とはゼロから作り出すものではなく「不幸がない状態」のこと。ストレスや
欠点、貧乏、ピンチなど、幸せを遠ざける悩みを取り払うため、「不幸の正体」を
“見える化”し、解決の糸口を提供する。

159 KO
「そ・わ・か」の法則 人生を輝かせる“実践方
程式”

小林 正観／著 サンマーク出版
そ=そうじ、わ=わらい、か=かんしゃ、楽しく生きる方法、幸せの意味が見えてくる
3つのキーワード。

159 SH 極上の孤独 下重 暁子／著 幻冬舎
まわりに自分を合わせるくらいなら、ひとりでいるほうが何倍も愉しく充実する。
成熟した人間だけが到達できる境地でもある－。ひとりを愛する著者が、孤独の
効用を語り尽くす。

159.4 NA お金でなく、人のご縁ででっかく生きろ！ 中村 文昭／著 サンマーク出版
自分ひとりじゃできないことも、誰かに頼れば１００倍できる。素直と熱意と人好き
を武器に、お客さんはもちろん、たばこ屋のおばちゃんからトップビジネスマンま
で、人生の応援団にしてしまう秘術を大公開。

159.7 UE
「どうせ無理」と思っている君へ 本当の自信の
増やしかた

植松 努／著 ＰＨＰ研究所（発売）
自信をつければ、君の夢は叶う－。北海道にある従業員２０人の町工場でロケッ
トを作り、宇宙開発の夢を追い続ける著者が、「どうせ無理」の呪文に負けない、
本当の自信の増やしかたを公開する。

159.8 ME 名言の真実 出口 汪／監修 小学館
知らずに使うと、恥をかく！　「天は人の上に人を造らず」「ペンは剣よりも強し」
など、誰もが知っている名言を取り上げ、その真の意味は何だったのか、どのよ
うな人物が、どのような背景で言ったのかを紹介する。

198.3 FU
プロテスタンティズム 宗教改革から現代政治
まで

深井 智朗／著 中央公論新社
宗教改革からはじまったプロテスタンティズムは世界に広まる中で、政治や文化
にも大きな強い影響を及ぼしている。プロテスタンティズムについて歴史的背景
とともに解説し、その内実を明らかにする。

233 NA 大英帝国衰亡史 中西 輝政 PHP研究所
大国は、いかにして主役の座を降りるのか? 大英帝国の興隆の歴史を概観する
とともに、19世紀後半から20世紀半ばに至る衰亡のプロセスを、経済力、対外政
策、戦略といった面から具体的に叙述する。

234.07 FR
正義の声は消えない 反ナチス・白バラ抵抗運
動の学生たち

ラッセル・フリードマン／
著 渋谷 弘子／訳

汐文社
１９４２年、ナチスを批判し、ヒトラーを強く非難する「白バラのビラ」が、ドイツのい
たるところで郵便受けに投函された。ビラはどこから来たのか？　ゲシュタポは
特別捜査班を組織し、捜査はミュンヘンにおよんだ…。

280 ON 失敗図鑑 すごい人ほどダメだった！ 大野 正人／著 文響社
天才ゆえに死にかけたダリ、正直すぎて炎上した与謝野晶子…。世界に名を残
した偉人たちの失敗と、彼らがその失敗からどうやって復活したかを紹介する。
「忘れる・遅れる・嘘をつく」子どもによくある失敗対策も掲載。

289.1 KO 決断のとき トモダチ作戦と涙の基金
小泉 純一郎／著 常井
健一／取材・構成

集英社
若き日の挫折、師匠や盟友との出会いと別れ、角福戦争の裏側、総理の座から
見た景色、抵抗勢力との暗闘、忘れられない外交場面、そして家族…。「変人」と
呼ばれた元総理が、３６年７か月の政治遍歴を振り返った、初の回想録。

289.1 MA 人生の勝算 前田 裕二 幻冬舎
仮想ライブ空間「SHOWROOM」を創り出した、前田裕二の全思考を公開。SNS時
代を生き抜くために必要な“コミュニティ”の本質と、SNSの次の潮流であるライブ
配信サービスの最前線がわかる。
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289.1 YO
覚悟の磨き方 超訳吉田松陰 時代のすべて
の異端児たちへ

池田 貴将／編訳 サンクチュアリ出版
後悔しない生き方とはなにか？　時代の常識をことごとく破り、幕末の英雄たち
に大きな影響を与えた天才思想家・吉田松陰が残した１７６の言葉を超訳。現代
人の魂に火をつける、胸に迫る熱い名言が満載。

291.5 SE 世界遺産富士山の魅力を生かす
五十嵐 敬喜編著，岩槻
邦男編著，西村 幸夫編
著，松浦 晃一郎編著

ブックエンド
2013年に世界文化遺産に登録された富士山。現在、山頂には毎年30万人近く
が登り、自然の保存管理が最大の課題である。登録5周年を記念して、次世代
に大切な遺産を伝えるために、富士山の魅力と生かし方を考える。

293.8 SA 十五の夏　上 佐藤 優 幻冬舎
高1の夏休み、僕はたった1人でソ連・東欧を旅行した-。チューリヒ、シャフハウ
ゼン、シュツットガルト…。佐藤優のソ連・東欧1人旅42日間の全記録。『星星峡』
『ポンツーン』掲載を加筆修正。見返しに写真あり。

293.8 SA 十五の夏　下 佐藤 優 幻冬舎
高1の夏休み、僕はたった1人でソ連・東欧を旅行した-。モスクワ、サマルカン
ド、タシケント、ハバロフスク…。佐藤優のソ連・東欧1人旅42日間の全記録。『星
星峡』『ポンツーン』掲載を加筆修正。見返しに写真あり。

326.3 IN いのち・未来へ
ＮＰＯ法人いのちの
ミュージアム

ＮＰＯ法人いのちの
ミュージアム

愛しき者のいのちを理不尽に奪われた家族たちの心の叫び。

329.3 IT 「国境なき医師団」を見に行く いとう せいこう／著 講談社
大地震後のハイチで、ギリシャの難民キャンプで、ウガンダの国境地帯で－。
「国境なき医師団」の活動を現地取材した小説家が、世界の〈リアル〉と人間の
〈希望〉を綴る。『Ｙａｈｏｏ！ニュース』掲載を書籍化。

330.4 TA
おカネの教室 僕らがおかしなクラブで学んだ
秘密

高井 浩章／著 インプレス
「この世には、おカネを手に入れる方法が６つあります」　中学２年生になった僕
は突然、奇妙なクラブに放り込まれた…。謎の大男、大富豪の美少女、僕がお
金や経済の仕組みをひも解く。Ｋｉｎｄｌｅ版電子書籍を書籍化。

332.1 HA 乱世を生きる 市場原理は?かもしれない 橋本 治 集英社新書
従うべき論理を消失した日本人は、「勝ったか、負けたか」の結果で判断をするし
かなくなった。生きることが幸福でありたいという感情こそが経済という人間行為
の本質であるという一筋の光明に向かって、いま、語り始める。

334.3 KA
未来の年表　1 　人口減少日本でこれから起
きること

河合 雅司 講談社現代新書
大学倒産、介護離職増大、輸血用血液不足、空き家激増、火葬場不足-。少子
高齢という「静かなる有事」に立ち向かうために、日本の未来図を時系列に沿っ
て、かつ体系的に解き明かし、適切な対策を提示する。

335.1 IW
ミッション 元スターバックスＣＥＯが教える働く
理由

岩田 松雄／著 アスコム
どうすれば人を魅了できるのか。人は何のために働くのか。スターバックスとザ・
ボディショップを再生させた経営者が、自分のミッションを作る７つのヒント、ミッ
ションを育てる時間術・勉強法・読書術などを綴る。

351 UD
日本で１日に起きていることを調べてみた 数
字が明かす現代日本

宇田川 勝司／著 ベレ出版
１日に、日本とその周辺で発生する地震の回数は？　１日に、救急車が出動す
る回数は？　自然現象から日々の暮らしの中の出来事まで、意外に知らない現
代日本の姿を１日という時間を尺度にした数字で明らかにする。

361.4 NA
羨んだり、妬んだりしなくてよくなるアドラー心
理の言葉 好きな人から好かれる心理戦術

内藤 誼人／著 ぱる出版
顔だちや外見など、これっぽっちも気にしなくていい。情けない姿をさらしてもＯ
Ｋ。ただ、相手の嫌なことは指摘しないこと。とにかく“親切な人”を目指そう！
アドラー流の人に好かれるエッセンスを紹介する。

372.4 YA チェンジ 私のウガンダ２０００日 山田 優花／著 海竜社
「鉛筆がほしい」という一言から、私の生き方は一変した－。著者が自身の２０代
をウガンダや遺児を支援する運動に捧げる中で、自らの殻を破って大きく「チェン
ジ」した様子と、アフリカの「チェンジ」が示す未来を伝える。

376.1 YU
０歳～６歳子どもの発達とレジリエンス保育の
本 子どもの「立ち直る力」を育てる

湯汲 英史／著 学研プラス
子どもがレジリエンス（立ち直る力）を身につけるためにはどうしたらよいのか。
発達に合わせて、保育者に必要な視点と具体的な取り組みを解説。また、幼児
期から青年期まで、１６の事例も紹介する。

376.8 UR 工学部 中高生のための学部選びガイド 漆原 次郎／著 ぺりかん社
工学部をめざす人のための学部案内。工学部で学ぶことやキャンパスライフ、卒
業後の進路などを、実際の取材をもとに、わかりやすく説明する。教員・学生・卒
業生インタビューも収録。

376.8 YA 法学部 中高生のための学部選びガイド 山下 久猛／著 ぺりかん社
法学部をめざす人のための学部案内。法学部で学ぶことやキャンパスライフ、卒
業後の進路などを、実際の取材をもとに、わかりやすく説明する。教員・学生・卒
業生インタビューも収録。

377.9 FU 学歴フィルター 福島　直樹 小学館新書
採用試験や面接の前に企業が学生を大学名でふるいにかける「学歴フィル
ター」。なぜ一流企業は「学歴重視」に回帰したのか。20年以上にわたり就活業
界で学生の指導にあたってきた著者が、学歴フィルターの実態に迫る。

382.4 SU マサイのルカがスマホで井戸を掘る話
ルカ・サンテ／著 ＧＯ羽
鳥／著

学研プラス
原稿料で井戸を掘り、印税で学校を建てる！？　史上初のマサイ族ライターに
なったルカが、マサイのリアルな生活をスマホで綴る。写真も満載。『ロケット
ニュース２４』連載「マサイ通信」を書籍化。

402.8 IG 世界を変えた５０人の女性科学者たち
レイチェル・イグノトフス
キー／著 野中 モモ／
訳

創元社
科学・技術・工学・数学（ＳＴＥＭ）の分野で活躍しながら、歴史の陰にかくれがち
だった女性科学者５０人を取り上げ、その驚くべき業績やバイタリティあふれる人
生を魅力的なイラストとともに紹介する。

404 MI 身近な疑問がスッキリわかる理系の知識 滝沢 美奈子／監修 青春出版社
雪でできているのにかまくらはなぜ暖かいの？　ブーメランはどうして戻ってくる
の？　レモンとコインだけでなぜ電気が発生するの？　身のまわりの疑問を、物
理や化学などの「理系の知識」でスッキリ説明する。

420.2 HA
シュレディンガーの猫 実験でたどる物理学の
歴史

アダム・ハート＝デイ
ヴィス／著 山崎 正浩
／訳

創元社
空気は「何か存在するもの」なのか？　世界の質量をどう量る？　なぜ宇宙は膨
張するのか？　古代ギリシアの四大元素からヒッグス粒子検出実験まで、代表
的な５０の実験によって、物理学の歴史を概観する。

429.6 HA
「宇宙のすべてを支配する数式」をパパに習っ
てみた 天才物理学者・浪速阪教授の７０分講
義

橋本 幸士／著 講談社
勉強に恋に悩むフツーの女子高生に、天才物理学者のパパが繰り出す名講
義。身近な現象から、ヒッグス粒子、重力波、暗黒物質までの最先端理論を、父
娘の会話形式で伝授する素粒子物理学入門。「パパに習ってみた」の第２弾。

457.2 NO
野尻湖のナウマンゾウ 市民参加でさぐる氷河
時代

野尻湖発掘調査団／
著

新日本出版社
長野県北部の野尻湖で旧石器時代遺跡の発掘調査が始まってから５７年。野尻
湖発掘調査団の成果を分かりやすく解説する。市民が参加して発掘調査が進め
られている、特色ある研究スタイルも紹介。見返しに分布図等あり。

468 OS
生き物はどのように土にかえるのか 動植物の
死骸をめぐる分解の生物学

大園 享司／著 ベレ出版
動植物の死骸はどのように分解され、土にかえるのか？　「分解者」とよばれる
生き物たちの不思議な生き方とは？　親しみやすいイラストや図表などを盛り込
み、平易に解説する。発展的な内容を紹介したコラムも掲載。

469.2 KA
我々はなぜ我々だけなのか アジアから消え
た多様な「人類」たち

川端 裕人／著 海部 陽
介／監修

講談社
我々ホモ・サピエンスの出現前、アジアにいた多様な「人類」はなぜ滅んだのか。
我々はなぜ生き残ったのか。アジア人類進化学の第一人者と、彼に導かれ
「我々とは何か」を問い続けた著者による人類学の最新成果。



471 IN
雑草はなぜそこに生えているのか 弱さからの
戦略

稲垣 栄洋／著 筑摩書房
「踏まれたら立ち上がらない！」がたくましさの秘密－。道ばたや畑など、自然界
にはない特殊な環境に適応し、特殊な進化を遂げた特殊な植物「雑草」の謎に
迫る。「植物はなぜ動かないのか？」の続編。

480.4 HA へんないきもの 早川 いくを／著 新潮社
音波兵器を持つエビ、足が85本のタコ、サイバーパンク深海魚…。地球にうごめ
く珍妙で奇怪な生きものたちを、すべて精緻なイラスト付で詳細解説。ほんとにこ
んないきものいるのか? どうしてこんなに変なのか!

481.3 KO 恋するいきもの図鑑 今泉 忠明／監修 カンゼン
動物たちも人間と同じように恋をする。そして、自分のことを好きになってもらうた
めに、さまざまな方法で気持ちを伝えようとする。動物たちのおもしろ求愛行動を
イラストで紹介。

481.7 DU
動物たちのすごいワザを物理で解く 花の電場
をとらえるハチから、しっぽが秘密兵器のリス
まで

マティン・ドラーニ／著
リズ・カローガー／著
吉田 三知世／訳

合同出版（発売）
動物たちは、物理の天才だ！　花の電場をとらえるハナバチ、重力に逆らうネ
コ、水滴を最大量飛ばせるイヌ、三角測量がお得意のゾウ、生物版ＧＰＳを使う
カメ…。動物が日常生活でどのように物理を使っているかを紹介する。

491.3 SA 世界一美しい人体の教科書 カラー新書 坂井 建雄／著 筑摩書房
いまだ解き明かされない神秘に満ち溢れた人体。第一線の研究と、光学顕微鏡
や走査顕微鏡をはじめとする最新鋭の技術で撮影した１００枚の超ミクロカラー
写真で、主要な臓器の成り立ちと働きをわかりやすく解説する。

493.7 HA
ギャンブル依存国家・日本 パチンコからはじ
まる精神疾患

帚木 蓬生／著 光文社
日本には、ギャンブルをやめたいのにやめられない人が５３６万人もいる。「ギャ
ンブル障害」の実態を詳らかにし、パチンコ、スロット、競馬、宝くじなどのギャン
ブル利権に鋭く切り込む。ギャンブル依存チェックシート付き。

498.1 HA 視能訓練士になるには 橋口 佐紀子／著 ぺりかん社
眼の健康管理のエキスパート、視能訓練士。斜視や弱視の「視能矯正」、視力の
回復が困難な人をサポートする「ロービジョンケア」など、幅広く活躍する視能訓
練士の仕事と〈なり方〉を解説。視能訓練士のインタビューも収録。

498.1 SA 診療放射線技師になるには 笹田 久美子／著 ぺりかん社
診療放射線技師は、医師の指示のもと、Ｘ線や高エネルギー放射線を照射して
検査をしたり、がん細胞にダメージを与えて縮小させる放射線治療をほどこす。
そんな診療放射線技師の現状や、なるための道筋を紹介する。

538.9 UE NASAより宇宙に近い町工場 植松 努
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

すべて自腹で宇宙ロケット開発に取り組む、北海道の町工場からの提言。宇宙
ロケット開発の夢を追い続ける著者が「夢をかなえるには?」「仕事を楽しむに
は?」「明るい未来をつくるには?」を熱く語る。

538.9 PE 火星で生きる
スティーブン・ペトラネッ
ク／著 石塚 政行／訳

朝日出版社
数々の科学誌編集長を歴任したジャーナリストが、宇宙開発史から火星移住の
環境的・経済的な実現の可能性まで、最後のフロンティア・火星の先にある人類
の未来を活写する。

549.8 AM
天野先生の「青色ＬＥＤの世界」 光る原理から
最先端応用技術まで

天野 浩／著 福田 大展
／著

講談社
１５００回を超える実験の末に生まれた青色ＬＥＤの本体、窒化ガリウム結晶。そ
の多様な可能性に世界が注目している。青色ＬＥＤはなぜ夢のある技術なのか、
その原理と研究の最前線を分かりやすく紹介する。

595.07 OT 美容師・理容師になるには
大岳 美帆／著 木村 由
香里／著

ぺりかん社
「美しさ」を幅広く提供する美容師と、「刈る」「剃る」が重要な位置を占める理容
師は、ヘアスタイルを基本とするトータルファッションの専門家。適性や心構え、
なるための道のりも詳しく解説する。

616.2 IS
千年の田んぼ 国境の島に、古代の謎を追い
かけて

石井 里津子／著 旬報社
秘境の離島に日本最古の田んぼ？　いったい誰が？　なんのために？　日本海
の荒波の向こうに浮かぶ島、山口県萩市見島に刻まれた“奇跡の風景”の謎を
解く。見返しに地図あり。

649.07 IN 獣医師になるには 井上 こみち／著 ぺりかん社
動物病院の先生から、水族館の海獣担当、高度医療に携わる専門医まで。人と
社会に深く関わる動物医療のスペシャリスト・獣医師の仕事と〈なり方〉を解説す
る。これから獣医師の課題にも触れる。

726.1 SU ちはやふる　38 末次 由紀 講談社
名人位・クイーン位 東西挑戦者決定戦。一度はかるたから離れた新、太一とと
もに挑戦者となった千早は、3人でこの場所にいる喜びを噛みしめる。だれも見
たことのない景色を求め、いざ、3本勝負!!

726.6 YO ふまんがあります
ヨシタケ シンスケ／作・
絵

ＰＨＰ研究所
どうして、子供だけはやく寝なくちゃいけないの？　どうして弟が悪いのにわたし
ばっかり怒られるの？　大人にちゃんと文句をいって、ズルいのをやめてもらお
う！　ヨシタケシンスケのユーモア絵本。ジャケット裏にぬりえあり。

726.6 YO りゆうがあります
ヨシタケ シンスケ／作・
絵

ＰＨＰ研究所
ハナをほじったり、びんぼうゆすりをしたり、ごはんをボロボロこぼしたり…。こど
もたちがついやってしまうクセには、ちゃんとした「りゆう」があるんです！　ヨシタ
ケシンスケの発想えほん第３弾。ジャケット裏にぬりえあり。

726.6 YO りんごかもしれない ヨシタケ シンスケ／作 ブロンズ新社
テーブルの上のりんご。でも、もしかしたら、これはりんごじゃないのかもしれな
い。大きなサクランボの一部かも。何かのタマゴかも…。考える力があれば、世
の中ははてしなく面白い。ひとつのりんごから始まる、発想えほん。

762.1 KO
ティンパニストかく語りき “叩き上げ”オーケス
トラ人生

近藤 高顕／著 学研プラス
中学１年生のある日、私の人生を決める１通の書留が届いた…。国際的ティン
パニストが語る、“叩き上げ”オーケストラ人生。カラヤンやチェリビダッケ、朝比
奈隆ら音楽家たちとの出会い、ティンパニの裏話なども紹介する。

783.4 JO
強くなりたいきみへ！ ラグビー元日本代表
ヘッドコーチ　エディー・ジョーンズのメッセー
ジ

エディー・ジョーンズ／
著

講談社
選手達が「自分らしさ」を見つけて、身体も心も大きく成長したから勝てたのだ
－。ラグビーＷ杯で、日本に奇跡の大勝利をもたらしたヘッドコーチが、日本代
表を強くした舞台裏を紹介し、子供の心と体を強くする秘訣を明かす。

783.7 MI 洞察力 弱者が強者に勝つ７０の極意 宮本 慎也／著 ダイヤモンド社
球界の“キャプテン”宮本慎也が教える、相手を知り、自分を知る「視点」。指導
論や組織論、一流と二流の違い、成長する選手としない選手の違いなどについ
て論じる。『週刊ダイヤモンド』連載を元に大幅加筆して単行本化。

783.7 KU
黒田博樹　人を導く言葉 エースの背中を追い
続けた１５年

森 拓磨／著 ワニブックス（発売）
魅力的な人間とは。尊敬を集める人間とは。恥ずかしくない生き方とは…。広島
テレビアナウンサーの森拓磨が、カープのエース黒田博樹から１５年の間に聞い
てきた、人生のヒントとなるような言葉とエピソードを紹介する。

785.2 OK
平常心のレッスン。 カナヅチでフツーのＯＬ
だったわたしがフリーダイビングで世界一にな
れた理由

岡本 美鈴／著 旬報社
呼吸を意識する。雑念をふりはらわない。怖れを手なずける…。地下鉄サリン事
件の被害者から、フリーダイビングの世界チャンピオンとなった著者が、極限の
世界でみつけたぶれない心のつくり方を伝える。

795 TE 手筋と詰碁の超基本 充実の１４４問！ 高尾 紳路／監修 池田書店
ルールを覚えたばかりの人でも大丈夫！　囲碁を打つうえで大切な「石の連絡」
「手筋」「形」「詰碁」の４つの要素を、章ごとに問題形式で学んでいくスタイルの
テキスト。囲碁基本用語集も掲載。

830.4 PE 英語のこころ
マーク・ピーターセン／
著

集英社（発売）
なぜ漱石の「こころ」はｈｅａｒｔと訳せないのか？　擬態語・擬音語は英語で表せ
る？　小説の一節、映画のセリフ、ニュース記事を題材に、英語表現に秘められ
た繊細さと美しさを読み解く。『ｋｏｔｏｂａ』連載に加筆修正。



830.7 TO 本物の英語力 鳥飼 玖美子／著 講談社
発音はハチャメチャと完璧の間を狙う。語彙を増やすためには、たくさん読むこ
と。好きなこと、関心があることで英語を学ぶ…。英語学習の新たな視点を紹介
する。日本人が「英語の壁」を乗り越えるための必読書。

910.2 IS 文豪たちの友情 石井 千湖／著
リットーミュージック（発
売）

佐藤春夫と堀口大学は仲良しすぎて男色関係を疑われた？　室生犀星と萩原
朔太郎の出会いは最悪だった？　国木田独歩と田山花袋は同居していてもケン
カばかり？　ややこしくて美しい、全１３組の文豪たちの友情を紹介する。

913.6 AK 真夜中の電話 謎解き物語 赤川 次郎／著 汐文社
女子大生の由起子は、友人の家で３日間留守番するだけで２万円というアルバ
イトをすることに。楽勝なはずだったが、なんと殺人事件に巻き込まれて！？　ラ
ストで必ず驚かされる、謎解きの楽しさに満ちたミステリー作品集。

913.6 AN 本のエンドロール 安藤 祐介／著 講談社
印刷会社の営業・浦本学は就職説明会で言った。「印刷会社はメーカーです」
営業、工場作業員、ＤＴＰオペレーター、デザイナー…。印刷会社全面協力のも
と、奥付には載らない本造りの裏方たちを描いたお仕事小説。

913.6 AS にゃん！ 鈴江藩江戸屋敷見聞帳 あさの あつこ／著 白泉社
鈴江藩の江戸屋敷に奉公することになった呉服商の娘・お糸。仕えた正室・珠子
には猫の化身疑惑が。しかも屋敷内は権謀術数が飛び交い、何やら不穏な空
気で…。新感覚時代小説。『ＷＥＢ招き猫文庫』連載ほかに加筆し単行本化。

913.6 CH リアルフェイス 知念 実希人／著 実業之日本社
「妻の顔を、死んだ前妻の顔に変えてほしい」　金さえ積めばどんな手術でも引
き受ける天才美容外科医・柊貴之に舞い込んだ奇妙な依頼。麻酔科医の明日
香は反発を覚えるが、彼の完璧な手技に圧倒されてしまい…。

913.6 DO 砂の家 堂場 瞬一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
「お父さんが出所されました」　大手企業で働く健人に、突然弁護士から電話が
かかってきた。父は２０年前に母と妹を刺し殺して逮捕され、健人と弟の正俊は
別々に預けられて育ったのだ。父親は果たして兄弟の前に現れるのか…。

913.6 ED この春、とうに死んでるあなたを探して 榎田 ユウリ／著 筑摩書房
中学時代を過ごした町に２３年ぶりに戻った矢口は、再会した同級生・小日向と
恩師の死の真相を求め、元クラスメイトを訪ねるが…。喪失を抱えた者たちの人
生を全力で肯定する物語。ジャケット裏にショートストーリーを掲載。

913.6 EF 真夜中乙女戦争 Ｆ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
東京で一人暮らしを始めた大学１年生の「私」は、図書館横の喫煙所で見知らぬ
男と出会う。それは、これから起こること－悪戯、銅像破壊工作、大学破壊工
作、暴動、そして東京破壊計画－つまり、最悪の始まりだった。

913.6 EN おバカさん 遠藤 周作／著 小学館
銀行員の隆盛の妹・巴絵の前に、ガストン・ボナパルトというフランス人が突然現
れる。ナポレオン皇帝の子孫と称する馬面の青年は、臆病で無類のお人好し。
そして、その生真面目さから珍事を巻き起こしていく。

913.6 FU
おんみょう紅茶屋らぷさん 〔３〕 この一杯に、
すべてを

古野 まほろ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
人気の街・吉祥寺の四つ辻を越えて。不思議な霧の街角にたたずむ「おんみょう
紅茶屋らぷさん」を訪れたのは、まさに運命のお客様。さすがの店主でも心が乱
れて－。恋する人と一緒なら、きっと乗り越えられるはず…。

913.6 FU 村木ツトムその愛と友情
福井 智／作 森 英二郎
／絵

偕成社
クラスのマドンナ・マリに「５秒だけ、彼になって」と話しかけられた村木ツトム。ツ
トムの心は千々に乱れ…。どこか憎めない弱腰中学生の、狂おしい恋の物語。

913.6 HO あの夏、二人のルカ 誉田 哲也／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
名古屋での結婚生活に終止符を打ち、谷中に戻ってきた遥。ガールズバンド「Ｒ
ＵＣＡＳ」を始動させた高校生の久美子。二人の女性の語る旋律が、やがて一つ
の切ないハーモニーを奏で始める－。『小説野性時代』連載を単行本化。

913.6 HO 未来のミライ 細田 守／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
生まれたばかりの妹に両親の愛を奪われ、戸惑うくんちゃん。ある日、未来から
きた妹・ミライちゃんと庭で出会い…。２０１８年公開アニメ映画の監督が書き下
ろした原作小説。

913.6 IO 代償 伊岡 瞬／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
平凡な家庭の小学生・圭輔は、ある事故をきっかけに遠縁の同級生・達也と暮ら
すことになり、一転、不幸な境遇に陥る。寿人という友人を得て苦境を脱し、長じ
て弁護士となった圭輔に、収監された達也から弁護依頼が舞い込み…。

913.6 IW がん消滅の罠 完全寛解の謎 岩木 一麻／著 宝島社
余命半年の宣告を受けたがん患者が、生命保険の生前給付金を受け取ると、そ
の直後、病巣がきれいに消え去ってしまう－。連続して起きるがん消失事件は奇
跡か、陰謀か。医師・夏目とがん研究者・羽島が謎に挑む！

913.6 KA 隣のずこずこ 柿村 将彦 新潮社
中学3年生のはじめが住む町に突如、伝説の<あいつ>と謎の美女・あかりさんが
やって来た。今日から1カ月後に<あいつ>は町のすべてを「なかったこと」にして
しまうのだという。はじめたちは計画阻止にのりだすが…。

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〔３〕 貴族院の自
称図書委員 ３

香月 美夜／著 ＴＯブックス
季節は冬の終わりへ。ローゼマインの周辺は変化が止まらない。領地の繁栄の
ため、自身の婚約話まで浮上。そして、何より懸案だった、下町の面々との別れ
が近づき…。ＷＥＢ版を書籍化。書き下ろし短編２本、おまけ漫画付き。

913.6 KI きみと見つめる、はじまりの景色 騎月 孝弘／著 スターツ出版
高１の春、自分を変えたくて弓道部に入部した秀は、そこで出会ったあずみとい
う女の子に、ひと目で恋に落ちる。誰にも言えぬ弱さを抱えたふたりは、特別な
絆で結ばれていくが…。『エブリスタ』掲載を文庫化。

913.6 KO 万引き家族 是枝 裕和／著 宝島社
高層マンションの谷間に取り残された平屋に住む、夫婦と息子、妹。彼らの目当
ては祖母の年金。足りない生活品は万引きで賄う。家族は「犯罪」でしかつなが
れなかった…。２０１８年６月公開映画を監督自らが書き下ろした物語。

913.6 MI 未来 湊 かなえ 双葉社
ある日、10才の章子に突然届いた一通の手紙。送り主は未来の自分、30才の章
子だという。信じているあいだは、本物の未来からの手紙。章子はその夜、返事
を書き…。書き下ろし長編ミステリー。

913.6 MI ののはな通信 三浦 しをん／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
横浜のお嬢様学校に通う、クールで毒舌なののと、天真爛漫なはな。親友同士
となった２人だが、ののははなに友情以上の気持ちを抱き…。少女たちの２０年
超を全編書簡形式で紡ぐ。『小説屋ｓａｒｉ‐ｓａｒｉ』掲載を書籍化。

913.6 MI ぼんくら 上 宮部 みゆき／著 講談社

913.6 MI ぼんくら 下 宮部 みゆき／著 講談社

913.6 MO わたしの空と五・七・五
森埜 こみち／作 山田
和明／絵

講談社
自分がやりたいことをわかっている人は強い。わたし、なんもないもんなあ－。自
分に自信のない中１の空良は、ふとした成り行きで入った文芸部で「俳句」に出
会い…。俳句の入門書でもある、さわやかな物語。

店子を襲った殺し屋、差配人の出奔、謎の新興宗教騒ぎ。江戸下町の長屋か
ら、ひとりずつ人が消えていく。連続する事件の裏の陰謀に、同心・井筒平四郎
と超美形少年・弓之助が挑む。長編時代ミステリー。



913.6 MU 風は西から 村山 由佳／著 幻冬舎
大手居酒屋チェーンの店長・健介が突然、自ら命を絶った。彼はなぜ、死ななけ
ればならなかったのか？　恋人の千秋と健介の両親は、大企業を相手に闘うこ
とを決意し…。『上毛新聞』『神奈川新聞』等掲載に加筆し単行本化。

913.6 NA ひかり舞う
中川 なをみ／著 スカイ
エマ／絵

ポプラ社
時は戦国。７歳にして母と別れ、縫い物師として生きる少年・平史郎。そして平史
郎をとりまく、雑賀の鉄砲衆タツ、絵描きの周二、朝鮮から連れてこられた少女
おたあ。激動の時代を生き抜いた人々の人生模様を描く。

913.6 NA ぼくときみの半径にだけ届く魔法 七月 隆文／著 幻冬舎
売れない若手カメラマンの仁は、窓辺に立つ美しい少女・陽を偶然撮影する。難
病で家から出られない彼女に頼まれ、仁は様々な景色の写真を撮って届けるこ
とになる。それはふたりの人生が奇跡のように変わり始める瞬間だった－。

913.6 NI 富士山頂 新田 次郎／著 文芸春秋
富士山頂に世界一の気象レーダーを建設せよ！　熾烈な入札競争、霞が関の
攻防、暴風雨が吹き荒れる３７７６ｍの苛烈な現場…。昭和３８年、気象庁により
始動した一大事業完遂迄の軌跡を、著者の体験を元に活写する。

913.6 RA ラストで君は「まさか！」と言う 予知夢 ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所
ラストには「まさか！」なエンディングが待っている！　３分でおもしろいほどサク
サク読める、どんでん返しのショートストーリー集。「幸せ家族」「予知夢」「奇妙な
村」「友だちの木」など全３０話を収録する。朝読にも最適。

913.6 RA ラストで君は「まさか！」と言う 時のはざま ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所
ラストには「まさか！」なエンディングが待っている！　３分でおもしろいほどサク
サク読める、どんでん返しのショートストーリー集。「目には目を」「就職試験」「願
い」「時のはざま」など全３０話を収録する。朝読にも最適。

913.6 RA ラストで君は「まさか！」と言う デジャヴ ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所
ラストには「まさか！」なエンディングが待っている！　３分でおもしろいほどサク
サク読める、どんでん返しのショートストーリー集。「デジャヴ」「留守番電話」など
全３０話を収録する。朝読にも最適。

913.6 RA ラストで君は「まさか！」と言う 望みの果て ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所
ラストには「まさか！」なエンディングが待っている！　３分でおもしろいほどサク
サク読める、どんでん返しのショートストーリー集。「望みの果て」「母の形見」
「ずっと一緒」など全３０話を収録する。朝読にも最適。

913.6 SA 一〇五度 佐藤 まどか／著 あすなろ書房
都内の中高一貫校に編入した、中学３年生の真は椅子オタク。超中学生級モデ
ラーの梨々とタッグを組み、プロダクトデザインの登竜門「全国学生チェアデザイ
ンコンペ」に挑む…！　椅子デザイナーを目指す少年の、熱い夏の物語。

913.6 SA ウェルカム・ホーム！ 鷺沢 萠／著 新潮社
シングルマザーや父子家庭が当たり前なこの時代。親子の繫がりも人それぞ
れ。普通の家庭とは少しカタチが違うけど、とっても温かい二つの家庭の情景を
描いた2編を収録。

913.6 SH 国盗り物語　2 　斎藤道三　後編 司馬 遼太郎 新潮文庫
貧しい油売りから美濃国主になった斎藤道三、天才的な知略で天下統一を計っ
た織田信長。新時代を拓く先鋒となった英雄たちの生涯。

913.6 SH 花歌は、うたう 小路 幸也／著 河出書房新社
天才的ミュージシャンだった父の失踪から９年。１７歳の花歌は父親譲りの音楽
の才能を花開かせていく。そんな中、父・ハルオの目撃情報が届き…。祖母・母・
娘、三世代女子家庭の再生の物語。『Ｗｅｂ河出』連載に加筆・修正。

913.6 TA
響け!ユーフォニアム　1 　北宇治高校吹奏楽
部へようこそ

武田 綾乃 宝島社文庫
かつては強豪校だったが、顧問が変わってからは関西大会にも進めていない北
宇治高校吹奏楽部。しかし、新しく赴任した滝昇の厳しい指導のもと、生徒たち
は着実に力をつけていき…。少女たちの心の成長を描く青春エンタメ小説。

913.6 TA
響け!ユーフォニアム　2 　北宇治高校吹奏楽
部のいちばん熱い夏

武田 綾乃 宝島社文庫
関西大会への出場を決めた北宇治高校吹奏楽部。全国大会を目指し、日々練
習に励む部員のもとへ突然、部を辞めた希美が復帰したいとやってくる。しかし、
副部長のあすかは頑なにその申し出を拒み…。

913.6 TA
響け!ユーフォニアム　3 　北宇治高校吹奏楽
部、最大の危機

武田 綾乃 宝島社文庫
北宇治高校吹奏楽部の副部長で、部の要とも言える3年生のあすかが全国大会
を前に部活を辞めるという噂が流れた。母親との確執から受験勉強を理由に退
部を迫られているらしい。はたして大会の行方は…。同名TVアニメの原作。

913.6 TA
響け!ユーフォニアム   北宇治高校吹奏楽部
のヒミツの話

武田 綾乃 宝島社文庫
弱小吹部の快進撃にはヒミツがあった!? 北宇治高校吹奏楽部の活躍を描いた
青春エンタメシリーズ、初の短編集。宝島社特設サイト『響け!ユーフォニアム 北
宇治高校吹奏楽部へようこそ』掲載に書き下ろしを加えて文庫化。

913.6 TA 立華高校マーチングバンドへようこそ　前編 武田 綾乃 宝島社文庫
厳しい練習、先輩たちからの叱責…憧れの立華高校吹奏楽部に入部した梓は、
さっそく強豪校ならではの洗礼を受ける。楽器を演奏しながら動くことの難しさを
痛感するなか、コンクールに向けてオーディションが行われることに…。

913.6 TA 立華高校マーチングバンドへようこそ　後編 武田 綾乃 宝島社文庫
日本マーチングコンテストに向けて、過酷な特訓を重ねる立華高校吹奏楽部の
部員たち。1年生ながらAメンバーに選ばれた梓も日々練習に励むが、相談もな
くカラーガードを志望したあみかとのあいだには、しこりが残り…。

913.6 TA
響け！ユーフォニアム　北宇治高校吹奏楽部
のホントの話

武田 綾乃／著 宝島社
アンサンブルコンテストでひと波乱！？　あすか、香織らの卒業後や、夏休みの
久美子たち、１年生部員の休日の様子など、北宇治高校吹奏楽部の楽しくて、
ちょっぴり切ない日常を描いた１３編を収録する。

913.6 TA
響け！ユーフォニアム　北宇治高校吹奏楽
部、波乱の第二楽章 前編

武田 綾乃／著 宝島社
新年度を迎えた北宇治高校吹奏楽部。２年生となり後輩の指導係に任命された
久美子は、ひと筋縄ではいかない個性豊かな新入部員に早くも戸惑う。はたして
北宇治吹部は今年こそ全国大会金賞を成し遂げられるのか！？

913.6 TA
響け！ユーフォニアム　北宇治高校吹奏楽
部、波乱の第二楽章 後編

武田 綾乃／著 宝島社
多くの新入部員を迎え、コンクールに向けて練習にも熱が入る北宇治吹部。しか
し、ソロを担当するみぞれと希美の心は、いまだすれ違ったまま。また、１年生の
小日向夢は、実力者でありながらソロを吹くことを嫌がり…。

913.6 TO 映画化決定 友井 羊／著 朝日新聞出版
放課後の教室でナオトが落とした一冊のノートを拾ったのは、同級生の天才映
画監督・ハル。彼女はそこに書かれたマンガのネームを見て、言った。「これをわ
たしに撮らせてほしい」と…。切ない青春の物語。

913.6 TS 僕と彼女の左手 辻堂 ゆめ 中央公論新社
幼い頃遭遇した事故のトラウマで、医者の夢が断たれた僕。生まれつき右手が
使えない、さやこ。2人は偶然出会い、恋をしたのだが…。繊細な心理描写&精密
なミステリを融合した傑作。

913.6 TS 近松よろず始末処 築山 桂／著 ポプラ社
人気浄瑠璃作者・近松門左衛門に命を救われた虎彦は、彼の裏稼業「近松万
始末処」に引っ張り込まれる。失せ人捜しにお犬さま騒動など、さまざまな事件
に奔走する虎彦だが、近松にはある思惑が…。新感覚時代エンタメ小説。

913.6 YA 大炊介始末 改版 山本 周五郎／著 新潮社
自分の出生の秘密を知った大炊介が、狂態を装って藩の衆望を故意にうらぎら
ねばならなかった悲劇を描く表題作。自分たちはおたふくであるときめこんでし
まっている底抜けに明るく情味豊かな姉妹の物語「おたふく」。など１０編。



913.6 YO
クドリャフカの順番 Ｗｅｌｃｏｍｅ　ｔｏ　ＫＡＮＹＡ
ＦＥＳＴＡ！

米沢 穂信／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

文化祭で賑わう校内で奇妙な連続盗難事件が発生。犯人が盗んだものは碁
石、タロットカード、水鉄砲――。事件を解決して古典部の知名度を上げようと盛
り上がる仲間達に後押しされて、奉太郎はこの謎に挑むはめに!大人気“古典
部”シリーズ第3弾。

913.6 YO 遠まわりする雛 米沢 穂信／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
折木奉太郎は〈古典部〉仲間の千反田えるの頼みで、地元の祭事「生き雛」へ参
加するが、事前連絡の手違いで祭りの開催が危ぶまれる事態に。その「手違い」
が気になる千反田は、折木とともに真相を推理する――。

914.6 YA
吉祥寺デイズ うまうま食べもの・うしうしゴシッ
プ

山田 詠美／著 小学館
美味なる食べものやお酒、大切な人との時間や場所から度重なる「不倫」報道
や政治、事件のニュース…。日常をカラフルな幸せと共に過ごすためのエッセイ
全９５篇を収録。『女性セブン』連載を書籍化。

915.6 DE チェコの十二カ月 おとぎの国に暮らす 出久根 育／著 絵 理論社
歴史の息づく街プラハに移り住んだ画家が、復活祭、クリスマス、謝肉祭といっ
た季節を彩るフォークロアを中心に人々とのふれあいを描いたエッセイ集。描き
下ろしイラストも多数収録。理論社ホームページ連載に加筆し書籍化。

933.7 BR わたしがいどんだ戦い１９３９年
キンバリー・ブルベイ
カー・ブラッドリー／作
大作 道子／訳

評論社
１９３９年。２度目の世界大戦さなかのロンドン。足の悪いエイダは、けんめいに
歩く練習をしていた。歩けさえすれば、弟といっしょに疎開できる！　自分らしく生
きるために戦う少女と、彼女をあたたかく包む村の人たちを描く。

933.7 DO サイモン、船に乗る
ジャッキー・ドノヴァン／
著 梶山 あゆみ／訳

飛鳥新社
ちっぽけな船乗り子猫は、なぜイギリス中の英雄になったのか？　臆病だけれど
心優しい水兵猫サイモンが、１９４９年の揚子江事件を一人称で語る、美しくて切
ないストーリー。

933.7 KE ボトルクリーク絶体絶命
ワット・キー／著 橋本
恵／訳

あすなろ書房
アラバマ州湾岸のハウスボートで父と２人暮らしの１３歳の少年コート。腕利きの
リバーガイドである父の仕事を手伝ううち、大人顔負けの知恵と技術を身につけ
ていた。ある日、巨大ハリケーンが、アラバマ州を直撃して…。

933.7 LO 白い牙 改版
ジャック・ロンドン／著
白石 佑光／訳

新潮社
自分以外のすべてに、彼は激しく牙をむいた。強さ、狡猾さ、無情さ……彼は生
き延びるため、本能の声に従い、野性の血を研ぎ澄ましてゆく。一頭の孤独な灰
色オオカミの数奇な生涯を感動的に描きあげた、動物文学の世界的傑作。

933.7 PA ワンダー
Ｒ．Ｊ．パラシオ／作 中
井 はるの／訳

ほるぷ出版
生まれつき顔に障害があるオーガストは、１０歳で学校に通うことになったが、生
徒たちは彼の顔を見て悲鳴をあげ、じろじろながめ、やがて避けるようになる。一
方で、オーガストの話を面白がる同級生は少しずつ増えていき…。

933.7 PE キツネのパックス 愛をさがして
サラ・ペニーパッカー／
作 ジョン・クラッセン／
絵 佐藤 見果夢／訳

評論社
ピーターは、死にかけていた子ギツネを助ける。それ以来、パックスと名づけら
れたキツネとピーターは、ずっといっしょに生きてきた。でも、別れなければならな
くなり…。運命に立ち向かうことの大切さを教える、感動の物語。

933.7 SH ガラスの封筒と海と
アレックス・シアラー／
著 金原 瑞人／訳 西本
かおる／訳

求竜堂
手紙を瓶に入れて海に投げることは、めずらしいことじゃない。だけど海が返事
をよこしてくるようになったら…。船乗りの父を海で失った少年が不思議な体験を
経て、一歩大人に成長する姿を描いたヒューマン・ファンタジー。

936 RY アティカス、冒険と人生をくれた犬
トム・ライアン／著 金原
瑞人／訳 井上 里／訳

集英社（発売）
小型犬アティカスと高所恐怖症の太った中年男トム。ありえないコンビが様々な
困難を乗り越え、冬山１４７峰を制覇した！　ひょんなことから犬を飼いはじめた
著者トムが、人生を変えた犬との友情、自然のすばらしさを描く。

943.7 SE 蝉の交響詩
アンドレアス・セシェ／
著 酒寄 進一／訳

西村書店
ヴァイオリンに心魅かれ、夢中で手ほどきを受けた少年のころ。ミリアムとの初
恋…。だが、かつての楽園シラケシュはいつしか全体主義に覆われていく。セリ
ムは命を賭したヴァイオリン演奏に挑み…。魂の音楽小説。

947 KA 絶望名人カフカの人生論
カフカ／著 頭木 弘樹
／編訳

新潮社
「いちばんうまくできるのは、倒れたままでいることです」　誰よりも落ち込み、誰
よりも弱音をはき、誰よりも前に進もうとしなかった、ネガティブを代表する作家カ
フカの絶望の名言集。

949.3 WO 100時間の夜
アンナ・ウォルツ作，野
坂 悦子訳

フレーベル館
父親が起こしたスキャンダルに耐えられなくなった14歳のアミリアは、オランダか
ら飛行機に乗り、ニューヨークへ逃げる。そこで知り合ったセスたちと、ハリケー
ン上陸のニューヨークで大停電の日々を過ごすことに…。

949.3 MA ミスターオレンジ
トゥルース・マティ／作
野坂 悦子／訳 平沢 朋
子／絵

朔北社
１９４３年のニューヨーク。八百屋の少年ライナスは、オレンジを注文する画家と
親しくなり、彼を「ミスターオレンジ」と呼ぶ。ナチスが支配するヨーロッパから逃
げてきたその画家との出会いが、ライナスを大きく変え…。

953.7 GI 狭き門 改版
ジッド／著 山内 義雄／
訳

新潮社
母親の不倫等の不幸な環境のために天上の愛を求めるアリサは、ジェロームを
愛しながらも、地上的な愛を拒み、死んでしまう。残された日記には、彼を思う気
持と“狭き門”を通って神へ進む戦いとの苦悩が記されていた…。

956 CH いのちは贈りもの ホロコーストを生きのびて
フランシーヌ・クリストフ
／著 河野 万里子／訳

岩崎書店
６歳から１２歳まで、ナチスドイツによるユダヤ人迫害（ホロコースト）を経験した
著者による手記。平和な生活を奪われ、苛酷な状況に追い込まれていく様子を、
子どもならではのまっすぐな視点と透明感のあることばで語る。

963 LO 太陽と月の大地
コンチャ・ロペス＝ナル
バエス／著 宇野 和美
／訳 松本 里美／画

福音館書店
１６世紀グラナダ。モリスコ（キリスト教に改宗したイスラム教徒）の農夫の息子エ
ルナンドと、キリスト教徒の伯爵の娘マリアの悲恋を軸に、宗教や民族の違いに
よってひきさかれ、運命に翻弄される人々をえがく。

986 AL チェルノブイリの祈り 未来の物語
スベトラーナ・アレクシ
エービッチ／著 松本 妙
子／訳

岩波書店
2015年ノーベル文学賞受賞。
1986年の巨大原発事故に遭遇した人々の悲しみと衝撃とは何か.本書は普通の
人々が黙してきたことを,被災地での丹念な取材で描く珠玉のドキュメント


