2021年
請求記号

書名

7月 新着図書

著者名

出版社

内容紹介

小川仁志 萱野稔人 著 講談社

プラトン、アリストテレス、デカルト、ルソー、ヘーゲル、ウェーバー、ハイデッ
ガー、アーレント、サルトル、ストロース、ロールズ、福澤諭吉、西田幾多郎…
…。古今東西の古典をどう読むか。1970年生まれの行動する哲学者ふたりが、
22冊の古典を前に、そのおもしろさ、奥深さを語り尽くす。知的興奮必至の知の
入門書。

WA 若い読者のための哲学史

ナイジェル・ウォーバー
すばる舎
トン 著、月沢李歌子 訳

自由と精神を議論した古代から、今の時代を悩ませる、哲学的・倫理的な問いを
するピーター・シンガーまで。西洋哲学史における偉大な思想家たちの世界と、
最良の生き方についてのアイデアを案内する。

159

KO すべてを味方すべてが味方

小林正観 著

三笠書房

「宇宙の法則」で絶大な人気を誇る小林正観先生、初の文庫版！読めば心が軽
くなり、実践すれば幸せになる、ちょっぴり変わった人生論

159

TA

諦める力

為末 大 著

小学館

何かを真剣に諦めることによって、見えなかったものが見えてくる-。“走る思想
家”為末大が、「前向きに諦める」という心の持ちようを伝える。「暗黙のルール」
「人が妄信するとき」「やめる練習」の3編を加えた文庫版。

175

KI

祈り方が9割

北川達也

COBOL

「祈り方」が変われば、願いは叶う! 神職養成機関で取得できる最高階位「明階」
を持つ会社経営者が、「願いを叶える技術」をマニュアル化。現実に結果が得ら
れた神社参りのエッセンスをわかりやすく伝える。

181

KI

ブッダの獅子吼 : 原始仏典・法華経の仏教入
北川達也
門

COBOL

「ブッダの肉声に近い仏典」といわれる原始仏典を中心に、現代の日本人に役
立つ教えのみを取り上げ、八正道、非我、空など30項目に分類。ブッダの教えを
崩さないよう配慮しつつ、持論も加えて解説する。原典訳も掲載。

192

TR

中世キリスト教の社会教説

E.トレルチ 著 高野 晃
教文館
兆訳

教会の理想とする社会のあり方が、初めて実現された中世。国家と教会が融合
し、統一的な文化を形成した「中世カトリシズム」の理想と、トマス・アクィナスの
不朽の意義を説く。トレルチ「社会教説」第2章の翻訳。

210.1

FU

日本史見るだけブック

福田 智弘 著 塩浦 信
辰巳出版
太郎 画

「日本人の始まり」から「令和」の時代まで、必ず押さえておきたい日本史の85
テーマを、1項目見開きで徹底図解。なぜその事項は起こり、どうなったのか、歴
史の「その時」の前後を含めて時系列で理解できる。

210.6

DA 大日本史

山内昌之 佐藤優 著

文藝春秋

博学無双の黄金タッグが、幕末から太平洋戦争まで「日本の最も熱い時代」を縦
横無尽に徹底討論。『文藝春秋スペシャル』連載に新たな対談を加えて書籍化。

289.1

HA ダーウィン紹介者・丘浅次郎の知恵

長谷川 智

羽衣出版

1868年(明治元年)、現在の静岡県磐田市で生まれ、1944年(昭和19年)に亡く
なった生物学者、丘浅次郎。ホヤやヒルなどを研究し、ダーウィンの進化論をわ
かりやすく紹介した丘の著作や評論の核心部分をまとめる。

289.1

AS

かけはし 慈しみの人・浅川巧

中川 なをみ 作

新日本出版社

市井の人々が使い込むことによって、なお美しさを増す朝鮮の白磁・木工。朝鮮
の民衆芸術に人間性の豊かさを見出し、その美を広く世に伝えた浅川巧の功績
を紹介する。

289.3

SE

メアリー・シーコール自伝 もう一人のナイチン メアリー・シーコール 著
彩流社
ゲールの闘い
飯田 武郎 訳

302.1

HA 遠州考 1

長谷川 智 筆

羽衣出版

あれこれ考え、悩むよりはやってみよう。そんな「やらまいか精神」により、多くの
世界的なメーカーが生まれている遠州。地元出身の筆者が、遠州を多角的に考
える。『朝日新聞』静岡版連載を単行本化。著者の講演会録も収録。

302.1

HA 遠州考 2

長谷川 智 筆

羽衣出版

『朝日新聞』静岡版連載単行本化の第2弾。2019年4月?2020年3月までの連載
記事を紹介するとともに、『遠州考やらまいか!メルマガ』から、取材の過程や裏
話を紹介したメイキングコーナーを収録する。

302.2

AL

シリアで猫を救う

アラー・アルジャリール
著 ダイアナ・ダーク 著 講談社
大塚 敦子 訳

激戦地アレッポで、負傷した人々の救助活動をおこなうと同時に、住民が避難し
たあと取り残された猫たちの保護を始めた電気技師アラー・アルジャリール。現
在も活動を続ける彼の目をとおして、シリア内戦の現実を伝える。

304

HY

偽善者たちへ

百田 尚樹 著

新潮社

都合のいい正義をふりかざし自省しないマスコミ、犯罪者を擁護する人権派、隣
国の横暴には見て見ぬふりをする輩たち…。ベストセラー作家がこの国に蔓延
する数多の「偽善」をぶった斬る、言論の銃弾109連射!

304

IK

本当のことを言ってはいけない

池田 清彦 [著]

KADOKAWA

人生100年時代の罠、金と多寡と教育成果は比例しない、近い将来エリート層は
国外へ逃亡する-。生物学者・池田清彦が、独自のマイノリティ視点で世間には
びこるウソと無駄を見抜く。著者のメールマガジンを加筆・再編集。

102

130.2

TA

闘うための哲学書

ジャマイカ出身の黒人医師兼看護師、メアリー・シーコール。19世紀人種差別の
時代、ナイチンゲールにも劣らない偉業を達成した稀有なる女性の自伝を全訳
して収録する。

332.3

SO 恋愛と贅沢と資本主義

ヴェルナー・ゾンバルト
講談社
[著] 金森 誠也 訳

著者はM・ウェーバーと並び称された経済史家である。ウェーバーが資本主義成
立の要因をプロテスタンティズムの禁欲的倫理に求めたのに対し、著者は贅沢
こそそのひとつと結論づけた。贅沢の背景には女性がいて、贅沢は姦通や蓄
妾、売春と深く結びついていたというのである。かくて著者は断ずる。「非合法的
恋愛の合法的な子供である奢侈は、資本主義を生み落とすことになった」と。

335.04

HO 俺の考え 改版

本田 宗一郎 著

新潮社

「私たちの会社が一番大事にしているのは技術ではない」 日本の自動車エンジ
ンを世界的技術にまで高めたHONDAの創業者、本田宗一郎が爽やかに率直に
仕事のエッセンスを語る。“本物”を生むためのヒントが満載。

335.04

KA

凡事徹底 続 成功の秘訣は二つコツコツ

鍵山 秀三郎 著

致知出版社

自転車1台の行商からイエローハットを創業した鍵山秀三郎の、道なき道を切り
拓いた実践哲学。『致知』に掲載された2008年と2015年の講演、初収録となる
2014年の講演「掃除は人生を変える」を収載。

336.2

FU

数学的思考トレーニング 問題解決力が飛躍
深沢 真太郎 著
的にアップする48問

PHP研究所

数学的思考の「正体」を解き明かすとともに、それを鍛えるエクササイズを多数
紹介。楽しく問題を解いているうちに、“数学的なアタマの使い方”が自然と身に
つく。

367.3

KO 親の期待に応えなくていい

小学館

「親を大切にすること」と「言うとおりになること」はまったく別。健康的に自立し
て、自分の幸せを見つけるのが子供の人生。魔法の呪文のような強さをもつ「親
の期待」の秘密と、そこから自由になるための方法を説く。

鴻上 尚史 著

367.6

UE

裸足で逃げる 沖縄の夜の街の少女たち

上間 陽子 著

太田出版

沖縄の風俗業界で働く女性たちの調査の記録。家族や恋人や知らない男たちか
ら暴力を受けて育った少女たちが、そこから逃げて、自分の居場所をつくりあげ
るまでを綴る。『atプラス』掲載に書き下ろしを加えて書籍化。

369.3

AO

いないことにされる私たち 福島第一原発事
故10年目の「言ってはいけない真実」

青木 美希 著

朝日新聞出版

甚大な被害を及ぼした福島第一原発事故から10年。いまも7万人が避難してい
るのが現状だ。避難者たちは、国の政策に翻弄されながらこの10年をどう過ごし
てきたのか、その実態に迫る。

369.3

CH

大切な人は今もそこにいる ひびきあう賢治と
千葉 望 著
東日本大震災

理論社

陸前高田と東京、妹・トシの死にまつわる宮澤賢治の作品が、3月11日とひびき
あう-。東日本大震災から10年、大災害時代の死について考え、伝えたいことを
綴る。

382.7

UE

隣のアボリジニ 小さな町に暮らす先住民

上橋 菜穂子 著

筑摩書房

独自の生活様式と思想を持ち、過酷な自然のなかで生きる「大自然の民」アボリ
ジニ。しかしそんなイメージとは裏腹に、マイノリティとして町に暮らすアボリジニ
もまた、多くいる。伝統文化を失い、白人と同じように暮らしながら、なおアボリジ
ニのイメージに翻弄されて生きる人々。彼らの過去と現在をいきいきと描く、作家
上橋菜穂子の、研究者としての姿が見える本。池上彰のよくわかる解説付き。

407

YA

「役に立たない」研究の未来

初田 哲男 著 大隅 良
典 著 隠岐 さや香 著
柏書房
柴藤 亮介 ナビゲー
ター

そもそも「役に立つ」って、いったいなんだろう? 令和時代の「役に立たない」研究
の進め方について多様な視点から考える。2020年8月に開催されたオンライン座
談会「「役に立たない」科学が役に立つ」の内容を書籍化。

420.4

CH

知識ゼロでも楽しく読める!物理のしくみ イラ
スト&図解

川村 康文 監修

西東社

飛行機はどうやって飛んでいるの? どうして地球は回っているの? ブラックホール
とは? 超音波ってどんな音? 物理のエッセンスを平易な文章で、むずかしい数式
も使わずに、イラストや図を多用して紹介する。

451.9

SA

新・いのちを守る気象情報

斉田 季実治 著

NHK出版

激甚化する自然災害にどう対処すればいいのか。人気気象キャスターが、台
風、大雨、地震、火山など8つの大きな自然災害について、その基本メカニズム
や予報・警報の見方、それをどう実際の行動に結びつけるかを解説する。

459.04

OH

おもしろい石と人の物語 ヒトが鉱物に作用
し、鉱物もまたヒトに作用する

大平 悠麻 著

総合科学出版

エジプト王も愛したラピスラズリ、ミケランジェロが聴いた大理石の声、地球温暖
化を食い止める鉱物…。高校の理科教師が、私たちの生活に欠かせない鉱物
や岩石のおもしろさを解説する。

491.3

KA

海馬 : 脳は疲れない

池谷裕二 糸井重里 著 新潮社

脳と記憶に関する、目からウロコの集中対談。いわく、「『もの忘れは老化のせ
い』は間違い」「30歳を過ぎてから頭は爆発的によくなる」―。記憶を司る部位で
ある「海馬」をめぐる脳科学者・池谷裕二のユニークな発想と実証を、縦横無尽
に広げていく糸井重里の見事なアプローチ。脳に対する知的好奇心を満たしつ
つ、むしろオトナの読者に生きる力を与えてくれる、人間賛歌に満ちた科学書。

491.3

IK

脳はすこぶる快楽主義

池谷 裕二 著

朝日新聞出版

美男美女を見ちゃうのも、浮気するのも、み?んな脳のせいだった!? 脳研究者・
池谷裕二が、最新の科学的発見を、わかりやすく、ユーモアを交えて紹介する。
『週刊朝日』掲載を加筆・再編集し単行本化。

491.3

BU 文系のためのめっちゃやさしい人体

吉川 雅英 監修

ニュートンプレス

「呼吸する」「消化する」「体温を保つ」「排泄する」-。人体は、私たちが無意識の
うちに、生命の活動に欠かせないはたらきを維持してくれている。複雑・精巧な
人体のしくみを、生徒と先生の対話を通してやさしく解説。

大月書店

2013年に開業した在宅医療専門のクリニック「やまと診療所」。自宅で最期を迎
えたいと願う患者とその家族に寄り添い支え、自分らしく死ねる世の中へ社会を
変えたいと奮闘する、若い医療者たちの挑戦を描く。

498

NA

チーム・ブルーの挑戦 命と向き合う「やまと
診療所」の物語

中島 隆 著

498.1

MI

漫画家しながらツアーナースしています。 こ
どもの病気別“役立ち”セレクション

明 著 坂本 昌彦 監修 集英社

やけど、熱中症、嘔吐、アトピー…。現役漫画家&ツアーナースの著者が、修学
旅行や林間学校の現場で体験したこどもの病気の最前線をコミックで描く。WEB
メディア『よみタイ』連載に描きおろしを加え再編集。

498.1

MI

漫画家しながらツアーナースしています。 現
明 著 坂本 昌彦 監修 集英社
役ナース・先生・ママの“推し”セレクション

現役漫画家&ツアーナースの著者が、修学旅行や林間学校での珍事件、難事
件、考えさせられることをコミックで描く。ママ、先生、ナースたちが共感した回を
収録。WEBメディア『よみタイ』連載に描きおろしを加え再編集。

614.3

NA 希望の一滴 中村哲、アフガン最期の言葉

中村 哲 著

西日本新聞社

治療よりも水と食料が必要だ-。1600本の井戸を掘り、65万人の命を支える用水
路を建設した医師・中村哲の活動を、彼の言葉と数々の写真で振り返る。『西日
本新聞』『ペシャワール会報』ほか掲載を書籍化。

646.2

TS

ダチョウはアホだが役に立つ

塚本 康浩 著

幻冬舎

並外れた免疫力をもつダチョウ。2020年4月に京都府立大学学長に就任した、鳥
を愛しすぎる博士が、ダチョウのすごさとアホさ、ダチョウ研究23年の悲喜こもご
も、無限の可能性を秘めるダチョウ抗体などについて伝える。

726.6

NI

みにくいマルコ えんとつ町に咲いた花

にしの あきひろ 著

幻冬舎

世界をおおっていた黒い煙が消え、青い空とかがやく星を知ったえんとつ町。見
世物小屋で働くことになった醜いモンスターのマルコは、一人の少女と出会っ
て、許されない恋に落ち…。「えんとつ町のプペル」の数年後の物語。

726.6

DE

このほんよんでくれ!

ベネディクト・カルボネリ
文 ミカエル・ドゥリュ
クレヨンハウス
リュー 絵 ほむら ひろ
し訳

ベンチで父親が娘に絵本を読むのを聞いていたオオカミ。続きが知りたくて、偶
然手に入れた絵本を読もうとしますが、オオカミは字が読めません。そこで、森の
動物に読んでくれるよう頼みますが、みんなオオカミを恐れて…。

726.6

SA

よるくま 2版

酒井 駒子 作・絵

偕成社

うんと夜中にやってきたくまの子、よるくまと、くまのお母さんを探しに行った男の
子。あちこち探したけど見つからない、くまのお家も行ってみたけどお母さんはい
ない。ついによるくまが泣き出しちゃった、その時、流れ星が…!

726.6

SA

よるくまクリスマスのまえのよる

酒井 駒子 著

白泉社

あしたはたのしいクリスマス。わるい子にはサンタさん来ないのかしら? 心配で眠
れない。そしたらよるくまが遊びにきて-。ぼくとよるくまの、お母さんのこと大好き
な気持ちが溢れた絵本。『月刊MOE』掲載を単行本化。

727.8

BE

bechoriのカラフルハンドレタリング シンプル
で美しい手描き文字レッスン

bechori 著

メイツユニバーサルコン
テンツ

レタリングの種類や道具の選び方から、書き順、装飾や効果を加えてより華やか
にするコツ、デザイン手順まで、端正な文字をさまざまな画材で描くテクニックを
伝授します。お手本にできるメッセージサンプルも多数収録。

779.1

WA 表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬 若林 正恭 著

文藝春秋

航空券予約サイトで見つけた、たった1席の空席。何者かに背中を押されたかの
ように2016年夏、ひとりキューバへと旅立ったオードリー若林正恭。慣れない葉
巻をくわえ、芸人としてカストロの演説に想いを馳せる旅エッセイ。

780.2

MA 「弱さ」を「強さ」に変えるポジティブラーニング 松岡 修造 著

文藝春秋

苦労や挫折に立ち向かってこそ前向きになれる。錦織圭をはじめ、松岡修造が
感銘を受けた7人のアスリートを取り上げ、彼らのポジティブ思考の作り方を紹
介。『Sports Graphic Number』連載を基に書籍化。

783.7

MO 甲子園はもういらない…それぞれの甲子園

主婦の友社

春のセンバツばかりか、夏の甲子園までもが消えた…。勝者も敗者もいない
2020年。球児は、指導者は、家族は何を失い、何を得たのか? コロナ禍でもがき
苦しんだ球児たちを追ったノンフィクション。

元永 知宏 著

平凡社

驚異的な挑戦を続ける理由、影響を受けた人たち、次世代をになう子どもたちへ
のメッセージ…。NHK番組「グレートトラバース」でおなじみの田中陽希が、これま
での半生とこれからのことを語る。貴重な写真も満載。

モハメド・オマル・アブ
日本語とにらめっこ 見えないぼくの学習奮闘
ディン 著 河路 由佳
記
聞き手・構成

白水社

鍼灸を学ぶためにスーダンからやってきた全盲の青年は、どうやって日本語を
身につけたのか。本を読むことすらできなかった彼が、日本語の書き手になるま
での苦闘を語る。テキストデータ引換券付き。

JO

ジュビロ磐田の通訳が教える超実践的英語勉
ジョージ赤阪 著
強法

アルク

現在、英語をはじめ5カ国語を操り、ジュビロ磐田の通訳として活躍する著者が、
22年の通訳人生の中で考えた「ちゃんと実践でき、英語が確実に身につく」学習
法を紹介。語学に対するプロサッカー選手の姿勢等についても記す。

913.6

AS

にぎやかな落日

朝倉 かすみ 著

光文社

北海道で独り暮らしをするおもちさん、83歳。不安と苛立ちと寂しさと、懐かしさと
後悔とほんのちょっとの幸せと…。ひとりの老女の内面に寄り添った、人生最晩
年の物語。『小説宝石』等掲載に書き下ろしを加えて書籍化。

913.6

FU

最高のアフタヌーンティーの作り方

古内 一絵 著

中央公論新社

老舗ホテルのアフタヌーンティーチームに念願叶って異動した涼音。初めての企
画書がシェフ・パティシエに却下され、悩む涼音だが、先輩たちの隠れた努力を
垣間見て…。Webサイト『BOC』連載に書き下ろしを加えて書籍化。

913.6

HO 植物忌

星野 智幸 著

朝日新聞出版

アイビーを体に生やして着飾るうちに植物化した人間たちの幸福な未来を描い
た「スキン・プランツ」、蜂起する植物たちと特殊工作員ネオ・ガーデナーが対峙
する「始祖ダチュラ」…。書きおろしを含む全11編の植物小説集。

913.6

HO 竜とそばかすの姫

細田 守 [著]

KADOKAWA

17歳の高校生・鈴は、母を事故で亡くし、現実世界では心を閉ざしていた。だが、
インターネット上の超巨大仮想空間「U」に「ベル」というアバターで参加し…。
2021年7月公開アニメ映画の監督による書き下ろし原作小説。

913.6

IN

四十一番の少年

井上 ひさし 著

文藝春秋

児童養護施設に入所した中学生の利雄を待っていたのは、同部屋の昌吉の鋭
い目だった―辛い境遇から這い上がろうと焦る昌吉が恐ろしい事件を招く表題
作ほか、養護施設で暮らす少年の切ない夢と残酷な現実が胸に迫る珠玉の三
編。著者の実体験に材をとった、名作の凄みを湛える自伝的小説。

913.6

IS

貝に続く場所にて

石沢麻依 著

講談社

ドイツの学術都市に暮らす私の元に、2011年3月の震災で行方不明になったは
ずの友人が現れる。コロナ禍が影を落とす異国の街に、9年前の光景が重なり
合い…。静謐な祈りをこめて描く鎮魂の物語。『群像』掲載を単行本化。

913.6

KO 生きてさえいれば

小坂 流加 著

文芸社

叔母の春桜が宛名も書かずに手元に置いている手紙を見つけた甥の千景。病
室を出られない春桜に代わり、千景が届けることで、春桜の青春の日々を知る。
春桜と秋葉、ふたりを襲う過酷な運命とは…。「余命10年」の著者の遺作。

913.6

KO 卒業旅行

小手鞠 るい 著

偕成社

アメリカで高校生活を送ったナナは、当時バンドを組んでいたメンバーと卒業旅
行を計画する。だが、ある事件が起きて、旅行は実現しなかった。ナナは仲間た
ちとの約束を果たすため、翌年再びアメリカの地を訪れ…。

913.6

KU いちご×ロック

黒川 裕子 著

講談社

受験失敗。初めての失恋。おまけに父親がとんでもない事件を引き起こし、警察
のやっかいになることに!? どん底の高1女子・海野苺がのめりこんだのは…エ
ア・ギターだった! 痛快青春ストーリー。

913.6

MI

宮下 奈都 著

集英社

結婚式直前に突然婚約を解消されてしまった明日羽。失意のどん底にいる彼女
に叔母のロッカが提案したのは「やりたいことリスト」の作成だった。自分の心を
見つめ直すことで、明日羽は少しずつ成長してゆく…。

913.6

NA ワタシゴト 14歳のひろしま

中澤 晶子 作 ささめや
汐文社
ゆき え

渡し事=記憶を手渡すこと。私事=他人のことではない、私のこと-。修学旅行で広
島にある原爆資料館や平和公園を訪れた中学3年生の5人。それぞれに悩みを
抱え、戦争とは遠い世界で暮らす彼らの心情を描く。

913.6

NA 鬼人幻燈抄 1

中西モトオ 著

双葉社

江戸時代、山間の集落葛野には「いつきひめ」と呼ばれる巫女がいた。巫女の
護衛役を務める青年甚太は、討伐に赴いた森で、遙か未来を語る不思議な鬼に
出会う-。江戸から平成へ。途方もない時間を旅する鬼人の物語。

913.6

RI

彼岸花が咲く島

李琴峰 著

文藝春秋

記憶を失くした少女・宇実が流れ着いたのは、ノロと呼ばれる指導者が統治し、
男女が違う言葉を学ぶ島だった。宇実は島の少女・游娜と少年・拓慈と、この島
の深い歴史に導かれていき-。『文學界』掲載を単行本化。

913.6

SA

テスカトリポカ = TEZCATLIPOCA

佐藤究 著

KADOKAWA

メキシコの麻薬密売人バルミロと臓器売買コーディネーターの末永は、新たな闇
ビジネスを実現させるため日本へ向かう。少年コシモは知らぬ間に彼らの犯罪
に巻き込まれ…。『カドブンノベル』掲載に書き下ろしを加えて単行本化。

913.6

SA

星落ちて、なお

澤田瞳子 著

文藝春秋

不世出の絵師、河鍋暁斎が死に、これまで家の中で辛うじて保たれていた均衡
が崩れた。一門の行末は、娘とよ(暁翠)の双肩にかかっているのだが…。激動
の時代を生き抜いた女絵師の一代記。『別冊文藝春秋』連載を書籍化。

913.6

SA

世界とキレル

佐藤 まどか 著

あすなろ書房

母の策略により、ふしぎなサマースクールに送りこまれた中学2年生の舞。すて
きな避暑地の洋館で、3週間のバカンスのはずが、大事なスマホも取り上げら
れ、孤立無援に。舞は無事生きのこることができるのか!?

913.6

SU 櫓太鼓がきこえる

鈴村 ふみ 著

集英社

弱小相撲部屋に呼出見習いとして入門した17歳の篤。実家を出たいがため、志
もないままこの道を選んだが、力士たちの挑戦や葛藤に立ち会ううち、「呼出」と
いう仕事の喜びに目覚めていき…。『小説すばる』掲載を加筆・修正。

913.6

SU Story for you

講談社 編

講談社

ファンタジー、青春、歴史、BL、ミステリ、SF…。大切な人に贈りたいショート・
ショート集。柏葉幸子「魔女のパフェ友」、森見登美彦「花火」など、心がおどる物
語全62編を収録する。『tree』掲載を単行本化。

913.6

TA

私立五芒高校恋する幽霊部員たち

谷口 雅美 著 あわい
画

講談社

高校の入学式の日に校内で迷った要。廊下で体育館への行き方を教えてくれた
色白美少女は、音楽室のユーレイ? 1話5分で読める、学園オカルト&ラブ連作短
編集。

913.6

TE

声の在りか

寺地 はるな 著

KADOKAWA

小学4年生の息子が出入りする民間学童で働きはじめた希和。子どもたちに振り
回されながらも、希和はいつの間にか自分の考えを持たなくなったことに気付き
…。大人の成長小説。『カドブンノベル』掲載をまとめて単行本化。

913.6

TO 天と地の方程式 1

富安 陽子 著 五十嵐
大介 画

講談社

できたばかりの公立小中一貫校「栗栖の丘学園」に通うことになった中2の田代
有礼。とんでもなく数学ができ、とてつもなく馬鹿とうわさの同級生、Qと異空間に
閉じこめられ…。古事記を下敷きにした、学園異能ファンタジー。

913.6

TO 天と地の方程式 2

富安 陽子 著 五十嵐
大介 画

講談社

「神ガ、コノ地ニ、下ラレル」と、再び猿から天ツ神の言葉を伝えられた田代有礼
たち。いつどこに神が下るのか、残る二柱のカンナギは誰なのか…。古事記を下
敷きにした、学園異能ファンタジー第2弾。

786

TA

それでも僕は歩き続ける

810.7

MO

830.7

太陽のパスタ、豆のスープ

田中 陽希 著

913.6

TO 天と地の方程式 3

富安 陽子 著 五十嵐
大介 画

講談社

いよいよ黄泉ツ神との決戦の時が訪れる。はたして田代有礼たちは、黄泉ツ神
を封じ、この地を未曾有の災いから救うことができるのか!? 古事記を下敷きにし
た、学園異能ファンタジー、最終巻。

913.6

TS

辻村 深月 著

文藝春秋

かつてカルト集団として批判された団体の敷地から子どもの白骨が発見された。
弁護士の法子は、遺体は自分の知る少女ではないかと胸騒ぎを覚える。30年前
の記憶が蘇り、忘れて大人になった者と取り残された者はやがて法廷へ。

933.7

BA ナゲキバト 新装改訂版

ラリー・バークダル 著
片岡 しのぶ 訳

あすなろ書房

両親を事故で亡くし、祖父にひきとられた少年。ふたりで暮らした日々の思い出
のなかで、ひときわ鮮烈によみがえるのは、ナゲキバトを撃ってしまった日のこと
…。深く、静かに、あなたの胸を撃ちぬく物語。

933.7

CO 秘密のノート

ジョー・コットリル 作 杉
小学館
田 七重 訳

モノマネが得意で、人を笑わせることが大好きな、クラス一のお調子者ジェリー。
だけど、彼女には大きな悩みがあり、心のさけびを“秘密のノート”に綴っていて
…。悩める少女の、ちょっと切ないエンターテインメント。

933.7

HA きみのいた森で

ピート・ハウトマン 作
こだま ともこ 訳

評論社

大好きなおじいちゃんを亡くしたスチューイ。エリー・ローズという親友ができて、
やっと元気をとりもどした。毎日のように森で遊んでいたが、ある日、エリー・ロー
ズの姿がぼやけて、そのまま消えてしまい…。

933.7

KA

シンシア・カドハタ 作
もりうち すみこ 訳

小学館

カリフォルニアでレストランを経営していたハナコの家族は、大戦が終わり、船で
日本を目指すことに。全てを無くし、着の身着のままでたどり着いた日本で、ハナ
コたちを待っていたのは…。数奇な人生を送った日系人の物語。

琥珀の夏

ハナコの愛したふたつの国

