
書名 著者名 出版社 内容紹介

017 SA
学校図書館で役立つレファレンス・テクニック
調べる面白さ・楽しさを伝えるために

斉藤 誠一／著 少年写真新聞社
学校図書館の現場で役立つよう、レファレンスの基礎知識や覚えておきたいテク
ニック、レファレンスブックの活用法、記録の書き方などを解説。調べることが楽
しくなる演習も掲載。『図書館教育ニュース』連載に加筆修正。

019.1 IN
読んでも読んでも忘れてしまう人のための読
書術

印南 敦史／著 講談社（発売）
本は９９％、忘れていい。大切なのは「１％のかけら」を残すこと！　人気書評家
が「読んでも読んでも忘れてしまう。だから読書がつらくなる」という人に向けて、
肩肘張らない読書術を伝授する。

031 GE 現代用語の基礎知識学習版 ２０１８－２０１９
現代用語検定協会／
監修

自由国民社
子どもから大人まで利用できる、「学習」を目的とする現代用語集。現代社会を
理解するために欠かせない基礎知識を、国際情勢、政治・経済、情報・社会、環
境・科学、文化・スポーツの分野ごとに選定しコンパクトに解説する。

159 KO 心が元気になる英語のことば ジオス出版
アー・ユー・ハッピー? ネイティブスピーカーから寄せられたたくさんの言葉の中
から100を選び出して収録。優しさと勇気を伝える、感動するメッセージを紹介す
る。

159.7 TA 人間の条件 そんなものない 増補新版 立岩 真也／著 新曜社
「できる」か「できない」かで人間の価値が決まる。そんなこの世のきまりや価値
が正しい理由はない。だったらなぜそうなっているのか、どうするのか。「生存学」
の巨匠がやさしく説き明かす。マンガ、イラスト、対話も収録。

289.1 IS 素顔の西郷隆盛 磯田 道史 新潮新書
今から150年前、この国のかたちを一変させた西郷隆盛。彼はいったい何者か。
西郷の側近くにいた人々の証言等を改めて紐解き、後代の神格化と英雄視を離
れて「大西郷」の素顔を活写。その人間像と維新史を浮き彫りにする。

297.8 IS 極北へ 石川 直樹／著 毎日新聞出版
２０歳のとき、北米最高峰デナリの頂にはじめて立った。このアラスカ遠征から極
北へ向かうすべての旅がはじまった－。世界を駆け抜ける写真家の原点となっ
た極北への旅を綴る。『本の時間』『新潮』連載を加筆し単行本化。

302.1 KI はじめての沖縄 岸 政彦／著 新曜社
沖縄って、どういう場所なのだろう。私たちは、沖縄をどう語るのだろう。沖縄を研
究テーマとする社会学者が、はじめて沖縄に出会ったときにさかのぼり、沖縄に
ついて、個人的な体験から考えたことを綴る。写真も多数掲載。

304 MI 未来を読む

ジャレド・ダイアモンド著，ユヴァ
ル・ノア・ハラリ著，リンダ・グラッ
トン著，ニック・ボストロム著，ダ
ニエル・コーエン著，ウィリアム・
J.ペリー著，ジョーン・C.ウィリア

PHP新書
AIによる経済の地殻変動、グローバル資本主義で広がる格差、自壊を始めた民
主主義…。激動を続ける世界は、どこへ向かうのか。国際ジャーナリストが世界
の「知の巨人」8人と語り合う。『Voice』ほか掲載を書籍化。

336.2 II
仕事が速いのにミスしない人は、何をしている
のか?

飯野 謙次著 文響社
共有のカレンダーでダブルブッキングを撲滅、受け取る人に親切なメールの書き
方・送り方、「知らないこと」への正しい対処法…。効率よく、ミスなく仕事を進め
て、仕事のスピードと質(仕上がりや正確さ)を高める方法を紹介。

370.3 TA 学校用語英語小事典 竹田 明彦 大修館書店
長年にわたり高校で英語を教えている著者が、自らの体験を通して集めた学校
教育で必要な英語の用語と用例集。学校教育に必要な用語を項目ごとにまとめ
細かく収録。1989年刊の改訂増補版。

371 NI 21世紀型スキル
P.グリフィン編，B.マクゴー編，E.
ケア編，三宅 なほみ監訳，益川
弘如編訳，望月 俊男編訳

北大路書房
21世紀に求められる新しい教育の目標・体系・評価を世界トップの専門家が検
討した本。教育と学校の役割の変化、21世紀型スキルの定義、日本の教育と21
世紀型スキルとの関係や事例、展望などについて記す。

371.5 TH TOK<知の理論>を解読する
Wendy Heydorn著，
Susan Jesudason著，Z
会編集部編・訳

Z会
大学入試改革でも求められる「思考力・判断力・表現力」を伸ばす TOK(Theory
of Knowledge:知の理論)。本書は、TOK導入用の学生向け解説書“Decoding
Theory of Knowledge"の翻訳書。

375 IS 今求められる学力と学びとは 石井 英真 日本標準
現在、教育課程編成とその評価において、能力(コンピテンシー)ベースの方にシ
フトする動きが本格的に進もうとしている。コンピテンシー・ベースのカリキュラム
の根底を解説し、今どのような学力や学びをめざすべきか論じる。

375.8 SA 英語教育村の真実 佐藤 誠司 南雲堂
現在の日本の英語教育が抱える構造的な問題点について考え、非効率な日本
の英語教育を少しでも改善するための方策として、「入試問題の質の向上」とい
う観点から具体的なアイデアを示す。

375.8 ＫＹ 教室英語活用事典 高梨 庸雄ほか編
小学校から大学まで、英語で授業を行う際に必要な英語表現を網羅したハンド
ブック。小学校で使える教室英語のセクションを新設したほか、表現をより充実さ
せ、学習指導要領の改訂なども踏まえた、92年刊の改訂版。

377.9 KO 高校・大学から仕事へのトランジション
溝上 慎一編，松下 佳
代編

ナカニシヤ出版
今日の若者は、後期近代社会におけるトランジション(移行)の困難にさらされて
いる。学校から仕事へのトランジションの現状と課題を、アイデンティティ、能力、
コミュニティといった多様な観点から検討する。

410.4 SU 数学のすべてがわかる本
科学雑学研究倶楽部
／編

学研プラス
古代エジプトやバビロニアの知恵から、現代数学における宇宙の解明まで。数
学のすべてを、数学が好きな人はもちろん、数学が嫌いな人でも楽しく読めるよ
うに、数式をなるべく使わずに紹介する。

481.7 MO
モノに心はあるのか 動物行動学から考える
「世界の仕組み」

森山 徹／著 新潮社
石にも心はある！　「心」は、ヒト以外の生物はもちろん、無生物にさえもあると
説くダンゴムシ研究者が、私たちが「何かをしたいと思う気持ち」にも、話す言葉
にも「隠れた存在」はあるのだという新たな世界の見方を提示する。

487.5 NU ほぼ命がけサメ図鑑 沼口 麻子／著 講談社
サメが大好きで、サメの取材活動や情報発信を行っている著者が、サメにまつ
わる様々な知識や、著者が出会ったサメたちとの体験談、サメ体験スポットなど
を紹介する。『現代ビジネス』連載をもとに書籍化。折り込みページあり。

491.1 DR 世界で一番美しい切り絵人体図鑑

エレーヌ・ドゥルヴェール／著
ジャン＝クロード・ドゥルヴェー
ル／執筆協力 奈良 信雄／監
訳 小川 浩一／訳

エクスナレッジ
めくるとヒトの中が見られる仕掛けと、動脈、静脈など驚くべき繊細な切り絵の
数々を通して、ヒトの体の構造がすみずみまでわかる。子どもも大人も楽しみな
がら学習できる、新しい人体図鑑。

491.3 JA 脳 心の謎に迫った偉人たち
トム・ジャクソン／著 石
浦 章一／監訳 大森 充
香／訳

丸善出版
ダ・ヴィンチが信じた脳のなかの不思議な空間、失ったはずの手足に痛みを感じ
る退役軍人たち、右脳と左脳を分断された人間が見る世界のすがた…。脳と心
の謎に迫った１００の大発見を取り上げ、脳科学の歴史をたどる。

498.1 IS
生と死の現場から 聖路加国際病院救命救急
医のメッセージ

石松 伸一／著 海竜社
救急医療の現場とはどのようなものなのか。今どのような課題を抱えているの
か。聖路加国際病院・救命救急センターの現役医師が、自身のことや、これまで
関わった患者のエピソードを含めて紹介する。
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641.7 SA
しあわせの牛乳 牛もしあわせ！おれもしあわ
せ！

佐藤 慧／著 安田 菜津
紀／写真

ポプラ社
岩手県の「なかほら牧場」の牛たちは、一年を通して山で生活しています。糞尿
処理は自然まかせ。牧場長の中洞正さんは、なぜ、この牧場をつくったのでしょ
うか。自然と人間のやさしい関係を描きます。

721.2 ZU 図説百鬼夜行絵巻をよむ
田中 貴子／著 花田 清
輝／著 渋沢 竜彦／著
小松 和彦／著

河出書房新社
奇怪な妖怪たちが行列をなし徘徊する…。室町時代に流行した妖怪画「百鬼夜
行絵巻」はなぜ生まれ、何を意味するのか。色彩鮮やかな驚嘆の絵巻に潜む日
本の妖怪たちの源流と「闇の文化史」の謎を解読する。

726.1 SU コウノドリ ２３ 鈴ノ木 ユウ／著 講談社
両親に新型出生前診断を受けるよう勧められて揺れる夫婦。ペルソナ以外の場
所で、すでに診断をすませてきた夫婦。出生前診断を受けるにあたっては正しい
知識を持つことが大事だが、十分にその認識が広まっているわけではない。

726.5 RU コウペンちゃん るるてあ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
「ちゃんと起きてえら～い！」「今日は職場に着いた時点で満点なんだよ～！」
「生きててえらい…！」　コウテイペンギンの赤ちゃん、コウペンちゃんが、あなた
のすべてを肯定してくれる本。シール付き。

726.5 RU もっと！コウペンちゃん るるてあ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
「さむいのに出発できたの？えら～い！」「おしごとしてすご～い！」「休憩してえ
ら～い！」　コウテイペンギンの赤ちゃん、コウペンちゃんが、あなたのすべてを
肯定してくれる本。シール付き。

726.6 DR きみの行く道
ドクター・スース／さく・
え いとう ひろみ／やく

河出書房新社
おめでとう。今日という日は、きみのためにある。外の世界に向かって、きみはい
ま、出て行こうとしているんです…。子どもから大人まで、年齢を問わず新しい一
歩を踏み出そうとするすべての人へ贈る絵本。

726.6 MC おともだちたべちゃった
ハイディ・マッキノン／さ
く なかにし ちかこ／や
く

潮出版社
黄色いモンスターが、「おいら、おともだちたべちゃった」と嘆いています。モンス
ターは、新しくおともだちになってくれる相手を探しますが…。楽しくて、ちょっとだ
けこわい、愉快なモンスターのおはなし。

726.6 SA やっぱりおおかみ ささき まき／さく・え 福音館書店

ひとりぼっちのおおかみが「け」という、ふくみのあるセリフをつぶやきながら仲間
をさがして町をさまよっています。いろいろな動物がたくさんいますが、どこへ
いってもおおかみは満足することができません。はたして仲間をみつけることが
できるのでしょうか?

726.6 WE たいせつなこと
マーガレット・ワイズ・ブラウン／
さく レナード・ワイスガード／え
うちだ ややこ／やく

フレーベル館
１９４９年にアメリカで出版されて以来よみつがれてきた名作を、半世紀の時を超
えていま、こどもたちに。たいせつなことはなにかを、やさしく詩的な文章で語り
かけます。日本初紹介。

763.5 FU まるごとエレキギターの本 藤城 裕樹／著 青弓社
エレキギターの基礎知識から楽器の選び方、必須の付属アイテム、練習方法と
上達のためのコツ、メンテナンスの仕方、ライブ演奏の基本までを、写真やイラ
ストを交えてわかりやすく解説する。

763.5 YA まるごとアコギの本 山田 篤志／著 青弓社
アコギ（アコースティックギター）を一生の趣味として楽しめるよう、初心者を対象
に、ありがちな悩みを解消するコツはもちろん、ギター本体や弾き方、テクニック
から、ライブのやり方、耳コピーや録音の方法までを解説する。

773 KO 恋する能楽 小島 英明／著 東京堂出版
美しくも切ない、恋のお話を致しましょう－。恋愛をテーマに、「葵上」「吉野静」
「楊貴妃」「定家」「清経」「住吉詣」など２０作品を紹介した能楽鑑賞の入門書。
能を楽しむための基礎知識も掲載。

778.7 KA いつかすべてが君の力になる 梶 裕貴／著 河出書房新社
全力でぶつかりきったその先に、きっと未来の自分はいるはずです－。「進撃の
巨人」「七つの大罪」など、多数の話題作でメインキャストを務める声優・梶裕貴
が、“夢”を仕事にする方法を伝える。

781.9 KA かこさとしあそびの大事典 大宇宙編 かこ さとし／絵と文 農山漁村文化協会
かこさとしが４０年以上かけて集めた、国内外の子どもの遊びを集大成。クイズ、
わらいばなし、絵さがしから、木のぼり、リリアンあみ、日時計づくり、はては頁の
一部を切ったり、折ったりする遊びまで、楽しい遊びが満載。

813.5 NI 「言いたいこと」から引ける大和ことば辞典 西谷 裕子／編 東京堂出版
日本人ならではの感性が生きる、日本固有のことば「大和ことば」を幅広く収録
し、意味別に分類配列。その意味、用例、補足（語の成り立ち、語源、語義、言い
換えなど）、漢語表現を紹介・解説する。

814 KO 大人になって困らない語彙力の鍛えかた 今野 真二／著 河出書房新社
必要な言葉が「すっと」でてくる！　「ひも付けをする」「数え方に注目する」「俗語
をてがかりにする」「名作を書き換える」など、「語彙」を増やす方法をイラストとと
もに楽しく紹介する。クイズも収録。

818.3 OK 江戸語辞典
大久保 忠国／編 木下
和子／編

東京堂出版
江戸市民の日常語を中心に、有名な店舗名・名物名などの固有名詞、岡場所等
の地名、劇場・遊郭・商売・音曲などの風俗関係語まで約１３０００語を収録。言
葉の解説とともに豊富な用例を掲げる。

829.8 KO 梵字字典 小峰 智行／著 東京堂出版
神聖な文字として、またデザインとしても用いられている梵字。字母５１文字を含
め、仏・菩薩・明王・天部を表す梵字「種子」２３６字を掲げ、解説するとともに、他
の書体や異体字を示す。

830.7 GL 「グローバル人材育成」の英語教育を問う

斎藤 兆史著，鳥飼 玖美子著，
大津 由紀雄著，江利川 春雄
著，野村 昌司著，養老 孟司鼎
談，鳥飼 玖美子鼎談，斎藤 兆
史鼎談

ひつじ書房
「グローバル人材育成」のために英語教育を強化するとのスローガンは俗耳に
入りやすいが、具体的な政策には理不尽と思われる点が多い。このような問題
意識の下で行われた公開講座の講演と、養老孟司らによる鼎談を収録。

910.2 HA いのちの旅人 評伝・灰谷健次郎 新海 均／著 河出書房新社
児童文学者・灰谷健次郎は〈生きること〉を徹底的に楽しんだ。しかしその生涯
は、長兄の自殺、著作の差別問題、断筆と放浪、版権の引き上げなど激烈なも
のでもあった…。絶望から希望への道を歩んだ生涯から作品の根源に迫る。

911.1 HO 水中翼船炎上中 穂村 弘／著 講談社
全員がアトムとウランの髪型の入学式よ光るはなびら　真夜中のスマートフォン
に囁いている基地からの距離を知るため　子ども時代、昭和の終焉、母の死、そ
して現在…。３２８首を収めた１７年ぶり、４冊目の個人歌集。

911.1 IS 図説百人一首 石井 正己／著 河出書房新社
天智天皇から順徳院まで百人の歌人の代表的な一首を選んだ「百人一首」。最
古といわれるかるた全点、また歌仙絵や錦絵などを掲載し、日本の古典のエッ
センスを鑑賞する。くわしい解説で歌の意味・技法・背景がよくわかる。

911.3 YO 人 横山 香代子 文学の森 本校　非常勤講師　横山香代子先生による句集。

913.4 HE 平家物語作中人物事典 西沢 正史／編 東京堂出版
日本の代表的軍記物「平家物語」の作中に登場する人物について紹介した事
典。各人物ごとに登場箇所を示し、そのあらすじや背景を解説。系図・あらすじ、
名文抄、作中人物論評も収録。

913.6 AI 雲を離れた月 相川 英輔／著 書肆侃侃房
中学時代の遊びの呪いか、「二十歳までに三人死ぬ」という言葉にとらわれ、消
息不明となっていた酒見君を探し出した源の前に現れたのは…。書き下ろしの
表題作ほか、『たべるのがおそい』掲載「エスケイプ」など全４編を収録。



913.6 AK 保健室の午後 学校の物語 赤川 次郎／著 汐文社
高校生のみどりは、保健室の常連。その日も授業を抜け出して、保健室で休ん
でいた。みどりがベッドでうとうとしていると、誰かが入ってくる足音が聞こえ…目
を覚ますと、大事件に巻き込まれていた！　学園ミステリー作品集。

913.6 AR 小説ちはやふる 結び
末次 由紀／原作 有沢
ゆう希／著

講談社
全国制覇に向けた試合当日、千早は太一の突然の退部を知りショックを受け
る。進路に、恋に、自分の目指すべき姿に迷う、高校最後の夏…。青春をすべて
懸けた一途な情熱の物語、完結。２０１８年３月公開映画のノベライズ。

913.6 AY 不在 彩瀬 まる／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
長らく疎遠だった父が、死んだ。「明日香を除く親族は屋敷に立ち入らないこと」
という不可解な遺言に娘の明日香は戸惑いを覚えつつ、父の遺した洋館に足を
踏み入れるが…。愛なき世界の生き方を探る長篇小説。

913.6 FU 時給三〇〇円の死神 藤まる 双葉文庫
高校生の佐倉真司は同級生の花森雪希から「死神」のアルバイトに誘われる。
半年間勤め上げれば、どんな願いも叶えてもらえると聞き、疑いながらもアルバ
イトを始めることに…。死者たちが抱える未練、願いに涙する感動の物語。

913.6 HA 風の声が聞こえるか サッカーボーイズＵ－１７ はらだ みずき／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
Ｂチームでもがく、サッカー部２年の遼介。インターハイではＡチームの応援役に
まわる遼介だったが、このままでは終われないという気持ちが強くなり…。「サッ
カーボーイズ」シリーズ。『文芸カドカワ』掲載を加筆・修正。

913.6 IK 下町ロケット 〔３〕 ゴースト 池井戸 潤／著 小学館
ロケットエンジン用バルブシステムの納入先・帝国重工の業績悪化、主要取引
先からの非情な通告、そして番頭・殿村に訪れた危機…。予期せぬトラブルによ
り窮地に陥った佃製作所で、社長・佃が下した意外な決断とは－。

913.6 IT 月の炎 板倉 俊之／著 新潮社
異変は、皆既日食から始まった。小学校周辺で発生した謎の連続放火。犯人は
誰なのか？　「真相」を追う少年がたどり着いたのは、想像を絶する切ない「真
実」だった…。ハートウォーミング・ミステリー。

913.6 KO 罪なき子 小杉 健治／著 双葉社
初秋の土曜日の午後、上野の美術館で凄惨な通り魔殺傷事件が起こった。「死
刑になりたくて人を殺した」という男の心の闇に興味を抱いた水木弁護士は、自
ら弁護役を買って出て…。『小説推理』連載を単行本化。

913.6 KO ドロシイ殺し 小林 泰三／著 東京創元社
青年・井森は、夢の中でオズの国に住む少女・ドロシイに救われる。ところがオ
ズの国の宮殿内で殺人事件が発生し、井森の現実世界でも相似形をなす死亡
事故が起きて…。「アリス殺し」から始まる〈メルヘン殺し〉シリーズ。

913.6 KO 震える教室 近藤 史恵／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
お嬢様学校の真矢と花音はある日、「幽霊が出る」という噂のあるピアノ練習室
で、宙に浮かぶ血まみれの手を見てしまい…。学園にまつわる謎と怪異を解き
明かす、全６編の青春ミステリ・ホラー。『幽』掲載に加筆し単行本化。

913.6 KO リマ・トゥジュ・リマ・トゥジュ・トゥジュ こまつ あやこ／著 講談社
マレーシアからの帰国子女、沙弥は日本の中学に順応しようと四苦八苦。ある
日、延滞本の督促で有名な「督促女王」から図書室に呼び出され、一緒に「ギン
コウ」に行くことに。それは短歌の「吟行」のことだった…。

913.6 KO 放課後ひとり同盟 小嶋 陽太郎／著 集英社
クラスでひと際目立つ原田の存在が私を悩ませる…。「怒る泣く笑う女子」など、
学校を舞台に１０代特有の初期衝動を描く青春連作短編集。全５編を収録。『小
説すばる』掲載に加筆・修正し単行本化。

913.6 MO
京都寺町三条のホームズ １０ 見習い鑑定士
の決意と旅立ち

望月 麻衣／著 双葉社
大学２年生の５月。二十歳の誕生日の記念に、清貴と葵は「九州・超豪華寝台
列車の旅」に行くことに。しかし列車の旅を楽しんでいるのも束の間、大原の宗
教施設での大麻事件に関わっていた雨宮史郎が、目の前に現れ…。

913.6 NA 死なせない屋 七尾 与史／著 朝日新聞出版
医師免許国家試験４浪が決定した良太は、謎の美女・神楽から、あらゆる手段
で依頼人の命を守る「死なせない屋」のアルバイトにスカウトされ…。新感覚コミ
カルミステリー。『小説トリッパー』連載に加筆し文庫化。

913.6 NA 護られなかった者たちへ 中山 七里／著 ＮＨＫ出版
仙台市の福祉保健事務所課長・三雲が拘束状態の餓死死体で発見。三雲は人
格者として知られ、怨恨が理由とは考えにくい。捜査は暗礁に乗り上げる。死体
発見から遡ること数日、模範囚が出所し…。『河北新報』ほか連載を書籍化。

913.6 NE ねがいごと

田丸 雅智／著 広嶋 玲子／著
吉野 万理子／著 楠木 誠一郎
／著 河合 二湖／著 恒川 光太
郎／著 戸森 しるこ／著

静山社
少年が、短冊に「おりひめと、ひこぼしが、かわいそうです。せきがえをすれば、
いいとおもいます」と書いた。その夜を境に、星々が一斉に動きはじめ…。たなば
たによせて７名の人気作家が書き下ろした、７つの「願い」の物語。

913.6 NI 恋せよ魂魄 仁木 英之／著 新潮社
連れ去られた父母を救うため、長安へ向かった劉欣。後を追う美少女仙人・僕僕
と王弁は途中で、不治の病の少女と出会う。一方、胡蝶の頭目は劉欣の仙骨を
手に入れるため遂に始動し…。中国冒険ロードノベル第９弾。

913.6 NI 仙丹の契り 仁木 英之／著 新潮社
いにしえの呪いをかけられた吐蕃王の命を救うには、僕僕と王弁が仙丹を作り
出すしかない。けど、肝心の王弁は引き気味で…。僕僕先生と王弁が、決断の
時を迎えます！　中国冒険ロードノベル第８弾。

913.6 OR 世界の終わりと始まりの不完全な処遇 織守 きょうや／著 幻冬舎
９年前に１度会ったきりの美少女を想い続ける遠野が通う大学の近くで、惨殺事
件が発生。犯人は、吸血鬼！？　現場で遠野は、記憶の中の美少女にそっくり
な姉妹と出会う。事件を捜査中だという彼女たちに遠野は…。

913.6 SH ファーストラヴ 島本　理生 文藝春秋
多摩川沿いを血まみれで歩いていた女子大生・環菜。彼女は、父親を、その勤
務先である美術学校で刺殺したとして逮捕されるが…。裁判を通じて明らかにさ
れる家族の秘密とは? 『別冊文藝春秋』連載を単行本化。

913.6 SH 下鴨アンティーク 〔８〕 アリスの宝箱 白川 紺子／著 集英社
鹿乃の兄・良鷹に引き取られ、野々宮家の一員となった幸。糺の森で、婚約者の
手紙を探しているという不思議な老人に出会うが…。古い物に添う人々の、その
後を描いた全６編を収録。アンティーク・ミステリー最終巻。

913.6 TS ディス・イズ・ザ・デイ 津村 記久子／著 朝日新聞出版
ファンたちはそれぞれの思いを抱いて最後の試合の「その日」に向かう。人間関
係に悩む会社員、再会した祖母と孫…普通の人々のかけがえのない喜びを、
サッカーを通して鮮やかに描き出す連作短編集。『朝日新聞』連載に加筆。

913.6 TS 滅びの園 恒川 光太郎／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
突如天空に現れた〈未知なるもの〉、地上に増殖しつづける不定形生物・プー
ニー。災害対策本部が結成されるが、大規模火災が起こり…。混迷を極める世
界を救うのは？　『幽』掲載に加筆・訂正し書き下ろしを加えて単行本化。

916 IW
愛おしきいのちのために ダウン症のある私か
ら

岩元 綾／著 かもがわ出版
ダウン症児として生まれた著者自身が、かけがえのない存在として育ててくれた
両親に限りない愛と命の系譜を綴る。２０１７年６月の第５９回日本小児神経学
会学術集会で会長を務めた玉井浩らとの対談も収録。

933.7 HE 誰がために鐘は鳴る 上
ヘミングウェイ／著 高
見 浩／訳

新潮社
１９３０年代、スペイン内戦。共和国側の義勇兵であるアメリカ人ジョーダンは、
敵側に両親を殺されたマリアと恋に落ちるが…。激動する運命と愛を生々しく描
き、戦争の意味と人間の本質を問う、ヘミングウェイ畢生の大作。



933.7 HE 誰がために鐘は鳴る 下
ヘミングウェイ／著 高
見 浩／訳

新潮社
享楽的なマドリードにマリアを伴う未来を夢想するジョーダン。だが、仲間のゲリ
ラ隊が全滅、戦況は悪化し…。激動する運命と愛を生々しく描き、戦争の意味と
人間の本質を問う、ヘミングウェイ畢生の大作。

933.7 CO レモンの図書室
ジョー・コットリル／作
杉田 七重／訳

小学館
母親を亡くしたカリプソは、ひとりぼっちで本の世界に入りこんでいた。ある日、
本好きな転校生メイがやってきて…。本でつちかった豊かな想像力と、篤い友情
を武器に困難と戦う少女の姿を描く。

943.7 RE 列車はこの闇をぬけて
ディルク・ラインハルト
／作 天沼 春樹／訳

徳間書店
米国へ出稼ぎに行ったきりの母親を追って、１４歳のミゲルは故郷グアテマラの
町を出た。同年代の若者たちとともに、貨物列車の屋根に乗り、さまざまな苦難
を切り抜け、メキシコを縦断する旅を続けるが…。


