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07.1 MA 人工知能の哲学 松田 雄馬 東海大学出版部
「人工知能」とは何か。人間の脳の働きに触れながら、「知能」の仕組みや、「人
工知能」が乗り越えるべき課題について解説。人間が主体的に活動する日常の
生活世界と切り離された「人工知能」への妄想や誤解を解いていく。

019.5 JI 十歳までに読んだ本
西 加奈子／ほか著 益
田 ミリ／ほか著 杏／
ほか著

ポプラ社
西加奈子、益田ミリ、杏、ミムラ、棚橋弘至、小川糸、森見登美彦、原田マハ、犬
童一心…。作家、女優、映画監督ら７０名が、子どものころに読んで心を揺さぶら
れた本について語る。

031 GE 現代用語の基礎知識 ２０１８ 自由国民社／編集 自由国民社
政治、国際情勢、経済、時代・流行などのジャンル別に、知っておきたい現代用
語を解説する。「池上彰の「言葉で辿る戦後ニッポン」」等を特集するほか、
ニュースのおさらいも掲載。

031.5 GI ギネス世界記録 ２０１８
クレイグ・グレンディ／
編 大木 哲／ほか訳

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（発売）
地球から、スーパーヒーロー、芸術＆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。風変わりなトリビアや驚きの統計結果、日本人がもつ
世界記録や日本各地で生まれた世界一の記録も収録する。

159 SA
あしたを生きることば ３３万人が涙！いのちが
震えるフルート・オカリナメッセージＣＤ付

さくらい りょうこ／著 ＳＢクリエイティブ
難病とともに生きるフルーティスト・さくらいりょうこが、自身の体験談を織り交ぜ
つつ、夢や挫折、奇跡、幸せについて語る。トークコンサートの内容を、フルート
＆オカリナの演奏を収めた付属ＣＤとともに再現。

159 HI
生きていくあなたへ １０５歳どうしても遺した
かった言葉

日野原 重明／著 幻冬舎
私が言葉によって支えられてきたように、迷い傷ついたあなたの心へ、私の言葉
が届くことを願っています－。１０５歳の医師、日野原重明が、死の直前まで語っ
た、希望と感謝のメッセージ。生前に書き溜めていた言葉も収録する。

190.5 KI キリスト教年鑑 ２０１７
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。２０１５年１２月～２０１６年１１月の日本のキリスト教
界の動向も紹介。ＷＥＢサービス利用登録無料特典付き。

196.3 YO よくわかるクリスマス
嶺重 淑／編 波部 雄一
郎／編

教文館
クリスマスの起源と成立事情、サンタクロースの誕生と変遷、世界各地のクリス
マスの祝い方、物語・美術・音楽・映画のモチーフとしてのクリスマス…。クリスマ
スという現象を１３章の講義と１４のコラムで解き明かす。

198.2 NI サンタクロース物語 歴史と伝説
ジョゼフ・Ａ．マカラー／
著 ピーター・デニス／
絵 伊藤 はるみ／訳

原書房
赤い上着に白いひげ、プレゼントがいっぱい入った袋、そして魔法のそりとトナカ
イでおなじみのサンタクロース。ミラの司教、聖ニコラスに始まるサンタクロース
の歴史と伝説を紹介します。

209 HA Homo Deus: A Brief History of Tomorrow Yuval Noah Harari Vintage
『サピエンス全史』という邦題で日本語版が出版された世界的ベストセラー
Sapiens: A Brief History of Humankind  の続編

210.04 IS
日本史の内幕 戦国女性の素顔から幕末・近
代の謎まで

磯田 道史／著 中央公論新社
歴史の「本当の姿」は、古文書の中からしかみえてこない。小説や教科書ではわ
からない、日本史の面白さ、魅力がここにある！　豊臣秀頼出生の秘密、西郷隆
盛の書状…。古文書の達人だけが知る歴史のウラ側を教える。

222.04 JI

世界史劇場正史三国志 臨場感あふれる解説
で、楽しみながら歴史を“体感”できる 陳寿
『三国志』にみる後漢末期から晋の統一まで
の１００年史

神野 正史／著 ベレ出版
後漢末期から晋の統一までの１００年史を、陳寿の史書「三国志」に沿って小説
「三国志演義」との違いにも触れながら描いた書。総勢約４５０名もの関連人物
を扱い、人物解説も充実。歴史が“見える”イラストが満載。

289.1 NI 西郷隆盛はなぜ犬を連れているのか 仁科 邦男 草思社
日本史上最大の愛犬家、西郷隆盛。幕末京都では芸者には目もくれず、犬と鰻
飯。維新後は政局から離れ、犬を引き連れて狩り、温泉ざんまい。そして、西南
戦争には犬連れ出陣…。謎多き男の胸の内を、犬関連史料から探る。

289.1 SA 西郷どん大百科 ライブ／編著 カンゼン
薩摩を愛し、人を愛し、武士として最後まで生きた男・西郷隆盛のすべてがわか
る大百科。幼少時代から西南戦争まで徹底分析するとともに、関連人物をイラス
トと貴重資料で解説。西郷隆盛の生涯を一目で追える詳細年表も収録。

290.3 NA
なるほど知図帳世界 ２０１８ ニュースと合わ
せて読みたい世界地図

昭文社
世界の最新情報を徹底調査！　世界地図とともに、アジアの情勢、中東の紛争
と内戦、世界３大宗教、経済成長率、異常気象、２０１７年登録世界遺産などを
解説する。巻頭に「Ｔｈｅ　７　Ｍａｐｓ」等を特集。

290.38 SA 最新世界大地図 小学館クリエイティブ
迫力の見開き大判サイズと、デジタル地形データをもとに作成した美しい世界大
地図。地形・海洋・大気・人口・経済・地球温暖化といった最新グローバルMAPを
はじめ、世界各地域・主要都市の地図を収録。

290.8 SE 世界のかわいい村と街
パイインターナショナル
／編著

パイインターナショナル
プロヴァンスの鮮やかなピンクの村（フランス・ルシヨン）、花いっぱいのロマン
チックな街（ドイツ・ゲンゲンバッハ）…。世界中に残る小さくてかわいい村や街を
紹介します。

291.03 NA
なるほど知図帳日本 ２０１８ ニュースと合わ
せて読みたい日本地図

昭文社
日本の最新情報を徹底調査！　日本地図とともに、外国人観光客、結婚、原子
力発電、火山、日本の世界遺産など５３テーマを解説する。巻頭に「ＳＦ化する日
常」「２０２０五輪に向け動き出すニッポン」等を特集。

304 BU 文芸春秋オピニオン２０１８年の論点１００ 文芸春秋
トランプ政権の行方、日本の教育大変革、ＡＩと新・産業革命…。２０１８年の最重
要論点を、「政治」「安全保障」「皇室」「国際情勢」などに分類して論じる。

319.1 YA 知ってはいけない 隠された日本支配の構造 矢部 宏治／著 講談社
「日本の空は、すべて米軍に支配されている」「国のトップは「米軍＋官僚」であ
る」…。この国を動かす本当のルールとは？　私たちの未来を危うくする「９つの
掟」の正体を、４コママンガを交えてわかりやすく解き明かす。

337.8 IK
いくらかな？社会がみえるねだんのはなし ２
いのちと福祉のねだん

藤田 千枝／編 坂口 美
佳子／著

大月書店
レントゲンって１枚いくら？　出産費用っていくらかかるの？　給食費は１食いくら
か知ってる？　年金はいくらもらえるの？　いのちと福祉に関わるねだんを通し
て、社会のしくみをわかりやすく説明する。

337.8 IK
いくらかな？社会がみえるねだんのはなし ３
くらしと教育のねだん

藤田 千枝／編 菅原 由
美子／著

大月書店
卵１個いくらか知ってる？　犬や猫を飼うのにいくらかかる？　教科書はタダ？
選挙で使われる税金はいくら？　くらしと教育に関わるねだんを通して、社会のし
くみをわかりやすく説明する。

337.8 IK
いくらかな？社会がみえるねだんのはなし ４
スポーツと楽しみのねだん

藤田 千枝／編 増本 裕
江／著

大月書店
横綱の月給はいくら？　将棋や囲碁の優勝賞金はいくら？　打ち上げ花火は一
発いくら？　スポーツや、生活の中で身近に接する楽しみに関わるねだんを通し
て、社会のしくみをわかりやすく説明する。
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338.9 YO 東南アジアで働く 横山 和子／著 ぺりかん社
タイの古式スパ・マッサージ店、カンボジアのパン屋さん…。東南アジアの新興
国で、しなやかに活躍する日本人起業家たちを紹介。起業するための要素や成
功するための心構え、情報の入手方法などを詳しく解説する。

350.9 SE
世界国勢図会 世界がわかるデータブック ２０
１７／１８

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 DE データでみる県勢 ２０１８
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７９１市、東京２３区、９２７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。

351 NI
日本国勢図会 日本がわかるデータブック ２０
１７／１８

矢野恒太記念会／編
集

矢野恒太記念会
統計表とグラフに解説、トピックスを加えて、日本の社会・経済情勢を明らかにし
たデータブック。国土と気候、人口、工業、貿易など、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。

367.2 JO
女性白書 ２０１７ 女性の人権と社会保障－世
界と日本

日本婦人団体連合会
／編

ほるぷ出版
「女性の人権と社会保障－世界と日本」をテーマに、国際人権条約、憲法、経済
の視点から社会保障制度のあるべき姿を追求。さらに医療・介護、年金、生活保
護、保育の現状と課題とともに、各国の社会保障事情にも目を向ける。

369.4 KO
子ども白書 「子どもを大切にする国」をめざし
て ２０１７ 改憲は子どもに何をもたらすか 児
童憲章の再発見

日本子どもを守る会／
編

本の泉社
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「改憲は
子どもに何をもたらすか～児童憲章の再発見～」を特集。

382.5 WE
多文化理解のためのアメリカ文化入門 社会・
地域・伝承 多文化社会とアメリカを文化で読
み解くための日英２言語ガイドブック

ウェルズ恵子／著 リ
サ・ギャバート／著

丸善出版
多文化社会とアメリカを文化で読み解くための日英２言語ガイドブック。アクティ
ブ・ラーニングのための課題や、英文論文の書き方、文化研究の基本なども解
説する。読み物としても、英語の勉強にも役立つユニークな書。

388.1 YO ４７都道府県・妖怪伝承百科
小松 和彦／監修 常光
徹／監修 香川 雅信／
編 飯倉 義之／編

丸善出版
地元の「妖怪」を知っていますか？　各地の伝承に存在する、海の怪、川の主、
座敷童子、キツネなど、特徴的な妖怪たちの話を民俗学的視点から都道府県別
の切り口で解説し、妖怪たちの魅力と彼らを生み出した風土・歴史を紹介。

403.6 KO 理科年表 第９１冊（平成３０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。「日本付近のおもな被害地震年代表」を大幅改訂し、ニホニ
ウム、モスコビウムなど新４元素のデータ等を掲載。

404 IC 美しい科学の世界 ビジュアル科学図鑑 伊知地 国夫／写真・文 東京堂出版
万年筆用の赤インクを蒸発させて顕微鏡で覗くと…。蚊取り線香の煙を一眼レフ
カメラで撮影すると…。身近なものを拡大したり、暗い光を写したり、瞬間的な形
や、時間をかけて変化する形をとらえたビジュアル科学図鑑。

404 NI
日本人の９割が答えられない理系の大疑問１
００

話題の達人倶楽部／
編

青春出版社
うなぎ屋の「秘伝のタレ」は２００年使い続けても腐らないのか？　「何万光年」離
れた星の距離がどうしてわかるのか？　ずっと気になっていたけど、理系オンチ
にはなぜだかわからない、１００の疑問を解決する。

492.9 KA
看護白書 平成２９年版 訪問看護の新たな展
開 地域包括ケアへの参画／機能強化／人材
育成

日本看護協会／編 日本看護協会出版会
これからの在宅療養を支える訪問看護の役割について特集。小児から高齢者ま
での“全世帯を対象とした地域包括ケア”における看護の方向性を解説し、生活
と医療をつなぐ看護の新たな取り組みを報告する。

495.5 KO コウノドリ 命がうまれる現場から

鴻鳥 サクラ／ナビゲーター 鈴ノ
木 ユウ／原作・イラスト 日本産
科婦人科学会／監修 講談社／
編集

講談社
マンガ「コウノドリ」の舞台、聖ペルソナ総合医療センターの「命の現場」を、鴻鳥
サクラといっしょに歩いてみませんか。妊娠・出産の基本的な知識や、産科医や
助産師の仕事を紹介。原作者・鈴ノ木ユウのメッセージ付き。

498.1 KO
厚生労働白書 平成２８年度厚生労働行政年
次報告 平成２９年版 社会保障と経済成長

厚生労働省／編
全国官報販売協同組
合（発売）

社会保障と経済成長の関係について考え方を整理するとともに、国民生活の現
状について家計所得や賃金、資産などの長期的な動向を分析。また、現行の社
会保障制度の中から、国民生活の安定への取組みなどを紹介する。

519.05 KA
環境白書　循環型社会白書／生物多様性白
書 平成２９年版 環境から拓く、経済・社会の
イノベーション

環境省総合環境政策
局環境計画課　他／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２８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
平成２９年度の環境の保全等に関する施策を報告する。

548.3 KA 闘え！高専ロボコン ロボットにかける青春
萱原 正嗣／著 見ル野 栄司／
イラスト 全国高等専門学校ロ
ボットコンテスト事務局／監修

ベストセラーズ
３０周年を迎えるアイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト「高専ロボ
コン」。各校の製作の様子から地区大会、全国大会までを追う。ロボコン史に残
る伝説のロボットを紹介する「ロボコン年鑑」付き。

675.5 YA 魚市場で働く 鑓田 浩章／著 ぺりかん社
魚介の卸売市場に関わるさまざまな職種をまとめて紹介。卸売や仲卸、せりの
実際から冷蔵倉庫の管理まで、市場の成り立ちや仕組みを交えて解説する。

678.2 TS
通商白書 ２０１７ 自由貿易、イノベーション、
包摂的成長を支える新しい通商政策へ

経済産業省／編集 勝美印刷
自由貿易を取り巻く環境が大きく変化する中で、今後の通商政策に求められる
課題を検証。世界と欧米・中国・その他新興国の経済動向、持続可能なグロー
バル化に向けた分析、国際政策協調などについてまとめる。

726.1 SU コウノドリ　18～21 鈴ノ木 ユウ 講談社
聖ペルソナ総合医療センターの産科医・倉崎先生と救命救急医・下屋先生、そし
て助産師の小松さんとサオリちゃんの4人で女子会を開くことになった。そこで話
されたテーマは、子宮内膜症について。

726.6 DI クリスマス・キャロル
チャールズ・ディケンズ
原作，ブレット・ヘルキ
スト絵，三辺 律子訳

光村教育図書
その日はクリスマス・イブ。けちで頑固なスクルージは、事務所にやってきたおい
のフレッドを追いだしてしまった。自分も事務所を出るが、家に帰ると彼の前に3
人の幽霊が現れ…。小学生のうちに読んでおきたい世界の名作。

764.3 OK オーケストラ解体新書
読売日本交響楽団／
編

中央公論新社
常に最高のパフォーマンスを目指し、音楽の喜びを伝えることに情熱を注ぐオー
ケストラ。指揮者、楽団員、事務局員は日頃何を考えているのか。読売日本交響
楽団を俎上に載せ、〈感動〉の舞台裏に秘められたドラマを明かす。

813.1 KO 広辞苑　第七版 新村 出編 岩波書店
総項目数25万の日本語辞典。各界第一線で活躍する専門家が、正確かつ簡明
に解説する。言葉や社会の変化、学術研究の進展を反映し、基礎的な言葉の意
味説明を刷新、古典用例を大幅に見直した第7版。机上版も同時刊行。

814 II 小説の言葉尻をとらえてみた 飯間 浩明／著 光文社
小説の筋を追うだけでなく、その中の日本語に注目すると、ことばの思いがけな
い面白さに気づく。「三省堂国語辞典」編集委員のガイドで、物語の中で語られ
ることばの魅力に迫る、異色の小説探検。『小説宝石』連載を加筆修正。

837.5 EI 英語シナリオで楽しむ美女と野獣
高橋 基治／英文解説
監修

学研プラス
映画「美女と野獣」がもっとおもしろくなる！　英文シナリオと日本語訳、わかりに
くい単語やフレーズの意味を映画再生位置も示して掲載。せりふから読み取れ
る登場人物の気持ちなども解説する。挿入曲の歌詞も収録。

913.6 AG 厭世マニュアル 阿川 せんり／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
くにさきみさと、２２歳フリーター、札幌在住。常にマスク着用のため自らを「口裂
け女」略して「口裂け」と自称している－。そんなモラトリアム系乙女が巻き込ま
れる、おかしみと切なさ満載の人間模様。等身大青春エンタメ。



913.6 AG 終電の神様 阿川 大樹／著 実業之日本社
夜の満員電車が、事故で運転を見合わせる。この「運転停止」が、それぞれの場
所へ向かう人々の人生にとって思いがけないターニングポイントになり、そして
…。『ジェイ・ノベル』掲載に書き下ろしを加えて文庫化。

913.6 AO 君の嘘と、やさしい死神 青谷 真未／著 ポプラ社
高校２年生の百瀬太郎は、クールな美少女・美園玲と運命的に出会う。文化祭
の準備で「ある作戦」を実行するため奔走するうち、２人の気持ちは近づいてい
く。そんな時、過酷な出来事が百瀬と玲を襲い…。究極の恋愛小説。

913.6 AS おもかげ 浅田 次郎／著 毎日新聞出版
定年の日に倒れた竹脇は、ベッドに横たわる自分の体を横目に、奇妙な体験を
重ねていた。自らの過去を彷徨う竹脇の目に映ったものは…。心揺さぶる、愛と
真実の物語。『毎日新聞』連載を単行本化。

913.6 IB 彼方の友へ 伊吹 有喜／著 実業之日本社
平成の老人施設でまどろむ佐倉波津子に、「乙女の友・昭和十三年新年号附録
長谷川純司作」と印刷された可憐な箱が届く。昭和初期から現在へ。雑誌の附
録に秘められた想いとは－。『紡』掲載等に加筆・修正。

913.6 IN リピート 乾 くるみ 文春文庫
現在の記憶はそのままに過去の自分に戻って人生をやりなおす「リピート」に成
功した若者たちが、次々と不可解な死を遂げはじめた！

913.6 IS 百年泥 石井 遊佳 新潮社
チェンナイ生活三か月半にして、百年に一度の洪水に遭遇した私。綴られなかっ
た手紙、眺められなかった風景、話されなかったことば…。洪水の泥から百年の
記憶が蘇る-。魔術的でリアルな新文学。『新潮』掲載を単行本化。

913.6 IT 西郷の首 伊東 潤／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
西南戦争で西郷隆盛の首を発見した陸軍軍人・千田文次郎と、大久保利通を暗
殺した島田一郎。異なる道を歩んだ元加賀藩士２人の友情と生き様から「維新」
と「武士の世の終わり」を描く。『小説野性時代』掲載を書籍化。

913.6 KA 墨の香 梶 よう子／著 幻冬舎
江戸時代後期。嫁ぎ先から理由もなく離縁され、心機一転、筆法指南所（書道教
室）を始めた女流書家・岡島雪江。ある日、元夫の森高章一郎が「ある事件」に
巻き込まれたことを知り…。『ＧＩＮＧＥＲ　Ｌ．』連載に加筆・修正。

913.6 KA 涙倉の夢
柏葉 幸子／作 青山 浩
行／絵

講談社
母が、どうしても買いたがっていた、実家の倉。その倉の中で、亜美は不思議な
体験をする…。人間と動物が、いまよりも仲良く暮していた、そんな世界を描いた
物語。

913.6 KA 銀河鉄道の父 門井 慶喜／著 講談社
岩手県をイーハトヴにし、銀河に鉄道を走らせた宮沢賢治。生涯夢を追い続け
た賢治と、父でありすぎた父・政次郎との対立と慈愛の月日を、父の視点から描
く。『小説現代』連載に、加筆、修正し単行本化。

913.6 MA 八月十五日に吹く風 松岡 圭祐／著 講談社
アメリカの戦後占領政策転換の決め手となった１９４３年、北の最果てキスカ島
での救出劇。日本は人道を貫き５千人の兵員を助けた。戦史に残る大規模撤退
作戦を、日米双方の視点で描く。

913.6 SH 他に好きな人がいるから 白河 三兎／著 祥伝社
彼女は、重力を無視するかのように、ふわりと僕の前に降り立った－。それが白
兎のマスクを被った君との、初めての出逢いだった…。ひりつく痛みと愛おしさが
沁み渡る青春恋愛ミステリー。『小説ＮＯＮ』連載に加筆、訂正。

913.6 TO 理科準備室のヴィーナス 戸森 しるこ／著 講談社
洋風の印象的な顔立ちをしている理科の先生は、結婚していないのに、子ども
がいるっていうウワサ。私はその先生の真似をして髪を伸ばし始めた。そしてもう
ひとり、先生をみつめる生徒がいて…。甘美なラブストーリー。

913.6 WA おらおらでひとりいぐも 若竹 千佐子 河出書房新社
「この先一人でどやって暮らす。こまったぁどうすんべぇ」 捨てた故郷、疎遠な息
子と娘、亡き夫への愛。震えるような悲しみの果てに、74歳の桃子さんが辿り着
いた、圧倒的自由と賑やかな孤独とは。『文藝』掲載を単行本化。

913.6 WA 意識のリボン 綿矢 りさ／著 集英社
交通事故で意識が身体から抜け出してしまった２０代の娘、通り魔が出没すると
いう不穏な噂を耳にした主婦…。様々な女たちの視線から世界を描く。『すばる』
『文学界』等掲載を単行本化。

913.6 WA 自由なサメと人間たちの夢 渡辺 優／著 集英社
新型の義手によって人生が激変してしまう平凡な男、サメを飼うことを人生の目
標にしているキャバクラ嬢など、痛快な毒気を含んだ大胆不敵な物語センスが
炸裂する全７話を掲載。『小説すばる』掲載に書き下ろしを加えて書籍化。

913.6 YU 淳子のてっぺん 唯川 恵／著 幻冬舎
２０１６年１０月に逝去した登山家・田部井淳子。男女差別が色濃い時代、女性と
して初めてエベレスト登頂に成功した彼女は、どのように生き、どのように山に魅
入られたのか。“てっぺん”に至るまでの日々を描く、感動長篇。

913.7 RA 落語百選 春 麻生 芳伸／編 筑摩書房
古典落語を精選し、四季に分けた「読む」落語。春篇は、「たらちね」「湯屋番」
「長屋の花見」「三方一両損」「花見酒」「こんにゃく問答」など全２５篇を収録。各
話に解説付き。

916 NA キミの目が覚めたなら ８年越しの花嫁
中原 尚志／著 中原 麻
衣／著

主婦の友社
結婚式を３カ月後に控えた尚志と麻衣。幸せな２人を襲ったのは、麻衣の原因不
明の病だった。心肺停止、長い昏睡状態。その回復を信じ、支え続けた尚志の
献身的な純愛…。家族、命、愛の意味を教えてくれる、奇跡の実話。

933.7 CL パンツ・プロジェクト
キャット・クラーク／著
三辺 律子／訳

あすなろ書房
リヴは中学１年生。外見は女の子でも、自分は男の子だと思っている。違和感を
探るうちに「トランスジェンダー」という言葉に行き当たったリヴは、「女子はス
カートをはく」という校則と闘うことに…。さわやかな青春小説。

933.7 GO 笑う化石の謎
ピッパ・グッドハート／
著 千葉 茂樹／訳

あすなろ書房
ケンブリッジ郊外のグランチェスター村で暮らすビルは、１３歳。この村の地下深
くに、新たな肥料「コプロライト」が眠っていることがわかり、村は活気づくが、そ
れは同時に思いもかけぬできごとを引き起こし…。

933.7 HA 嘘の木
フランシス・ハーディン
グ／著 児玉 敦子／訳

東京創元社
不正を疑われ、スキャンダルから逃れるために島に移り住んだ高名な博物学者
が謎の死を遂げた。学者の娘は、嘘を養分に育ち、食べた者に真実を見せる実
のなる木を利用して、父の死の真相を暴く決心をする…。


