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031 GE 現代用語の基礎知識学習版　2021-2022
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。

104.9 SA プチ哲学 佐藤雅彦 文・絵 中央公論新社
ちょっとだけ深く考えてみる―それがプチ哲学。書き下ろし「プチ哲学的日々」を
加えた決定版。考えることは楽しいと思える、題名も形も小さな小さな一冊。

209 HA 漫画サピエンス全史　文明の正体編
ユヴァル・ノア・ハラリ
原案・脚本　ダニエル・
カザナヴ 漫画

河出書房新社
農耕民になったホモ・サピエンスを待ち受けていたものは? サピエンスが大規模
な社会・国家・文明を築きあげることを可能にしたものとは? 人類をまったく新し
いかたちで描き出した「サピエンス全史」をフルカラーで漫画化。

210.6 CH 地図でスッと頭に入る昭和と近現代史 後藤 寿一 監修 昭文社
世界史の舞台に打って出た日本はいかにして絶頂期を迎え、崩壊し、そして現
代に至ったのか。激動の明治・大正・昭和の時代を、地図を用いてビジュアル解
説する。

210.7 OS 1990年代論 大澤 聡 編著 河出書房新社
総括されない未決の問題として繰り返し浮上してくる1990年代。政治や社会、運
動、宗教から、マンガやアニメ、ゲーム、音楽にいたるまで、70年代以降生まれ
の論者たちによる、20のジャンルの論考・エッセイを収録。

242.03 NI 図説ツタンカーメン王　改訂新装版
仁田 三夫 著　村治 笙
子 著

河出書房新社
古代エジプト遺跡の中で奇跡的に盗掘をまぬがれた王墓。黄金のマスク、木製
金張りの玉座、金箔の厨子、143点もの装身具…。謎めいた若きファラオ・ツタン
カーメンの遺品から、約3000年前の王国を読み解く。

289.1 NA 一歩先を歩こう 那須田　稔・作
スズキ（株）/鈴木道雄
記念財団

ものづくりを通して「人の役に立つこと」に挑戦しつづけた鈴木道雄の人生を描い
た物語。

293.4 NI 魔女街道の旅 西村 佑子 著 山と溪谷社
ドイツの魔女に心惹かれ、その跡をたどって数十年。この魔女をめぐる行程を
「魔女街道」と名付けた。魔女迫害、魔女裁判、ドイツ最後の魔女、ブロッケン
山、ヴァルプルギスの夜…。魔女の歴史と正体を知るためのドイツの旅。

304 BU 文藝春秋オピニオン2022年の論点100 文藝春秋
政治、国際関係、経済、コロナ後戦略、社会、文化、生活、芸能、スポーツ、皇
室、教育、科学・医療…。いま知っておくべき論点を1テーマにつき見開きで専門
家がコンパクトに解説する。

304 NI 日経大予測　2022 　これからの日本の論点 日本経済新聞社編
日経BP日本経済新聞
出版本部

コロナ後の景気回復は? 米中対立の行方は? ゲームチェンジを起こせるか? 日
本と世界を取り巻くさまざまな論点について、日経の編集委員、コメンテーターら
が大胆な予測を提示する。

330 OK
先生、お金持ちになるにはどうしたらいいです
か?　15歳から学ぶお金の教養

奥野 一成 著 ダイヤモンド社
2022年から高校の家庭科の授業に「投資」が組み込まれる。「お金持ちになるに
はどうしたらいいのか」をテーマに、図版などを多用し、わかりやすく「お金」の仕
組みを解説、「投資」とは何かを説く。

331.04 OT
競争社会の歩き方　自分の「強み」を見つける
には

大竹 文雄 著 中央公論新社
日本では否定的にとられがちな競争は、自分の強みを見つけ、社会を活性化さ
せる機会でもある。チケット転売問題から、政府が取り組む女性活躍推進、社会
保障給付の問題まで、競争社会を生き抜くための大きなヒントを探る。

333.8 KA SDGs入門　未来を変えるみんなのために 蟹江 憲史 著 岩波書店
環境、エネルギー、貧困、格差…。様々な課題と向き合い、「だれ一人取り残さ
れない」未来を、どのように作っていけばよいのでしょうか。SDGsの理念や生い
立ち、互いに関連する17の目標についてわかりやすく解説します。

361.4 MI
見た目が気になる　「からだ」の悩みを解きほ
ぐす26のヒント

河出書房新社 編　青木
美沙子 [ほか]著

河出書房新社
人はどうして見た目が気になるのか。周囲や社会の価値観にとらわれず「自分ら
しさ」を見出すために、モデルや社会学者、漫画家など26人が「見た目」との向き
合い方を考える。

369.3 AT 新しい防災のきほん事典
永田 宏和 監修　石井
美恵子 監修

朝日新聞出版
地震、台風といった災害の基本情報から、日常の備え、避難生活、応急処置、
被災後の生活まで、防災・危機管理の基礎知識をイラストを交えて紹介する。切
り取って使う「持ち出し品・避難先確認シート」付き。書き込み欄あり。

420.4 SA プリンセス・フィリシア物理の迷宮に挑む!
佐藤 実 著
pomodorosa イラスト

オーム社
物理学の迷宮である<物理の迷宮>を守護する小国のプリンセス・フィリシアは、
国を守るために王位を継承するべく<物理の迷宮>の攻略を決意するが…。フィ
リシアの冒険を通して物理の基本を学べる。

451.8 KU
国谷裕子と考える気候危機と脱炭素社会　地
球の悲鳴が聞こえませんか?

国谷 裕子 監修 文溪堂
「地球温暖化」により引き起こされる各種災害は、もはや気候「変動」ではなく「危
機」と呼ぶべきもの。この地球温暖化の進行を食い止め、SDGsのゴール達成を
目指すための「脱炭素化社会」について具体的に解説する。

457.8 TA
恐竜学者は止まらない!　読み解け、卵化石ミ
ステリー

田中 康平 著 創元社
恐竜学者を目指して北の大地に旅立ち、大学院ではカナダに留学。恐竜の謎を
追い求めモンゴル、中国、アメリカ、ウズベキスタンへ。恐竜の生き生きとした行
動・生態を解き明かすべく奮闘し続ける日々を綴る。

470 SU
すごい植物最強図鑑　身近なみどりにふしぎ
がいっぱい!

田中 修 監修　角 愼作
絵　上田 惣子 絵

中央公論新社
意外にも毒をもつアジサイやユーカリ、かさぶたをつくって身を守るバナナ、長い
年月をかけて巨木を枯らすシメコロシノキ…。さまざまな能力で生きる植物たち
の世界を、イラストとマンガでやさしく楽しく、解説します。

519 KO この星を救うために知っておくべき100のこと
ローズ・ホール [ほか]
文　竹内 薫 訳・監修

小学館
情報を視覚的に伝える「インフォグラフィックス」の手法を使った、新しいタイプの
サイエンスシリーズ。基本知識からトリビアまで、環境問題にまつわる100のト
ピックを選んでわかりやすく図解する。

726.6 CE しあわせなときの地図
フラン・ヌニョ 文　ズザ
ンナ・セレイ 絵　宇野
和美 訳

ほるぷ出版
生まれてからずっと、この町で暮らしてきたソエ。でも戦争のせいで、家族と逃げ
なければなりません。町を出る前の晩、ソエはつくえに地図をひろげて、楽しいこ
とがあった場所にしるしをつけてみました。すると…。

726.6 SI The giving tree Shel Silverstein HarperCollins
A young boy grows to manhood and old age experiencing the love and
generosity of a tree which gives to him without thought of return
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726.9 RI
いつでも君のそばにいる　葉っぱ切り絵コレク
ション　小さなちいさな優しい世界

リト@葉っぱ切り絵 著 講談社
1枚1枚が絵本作品のような葉っぱ切り絵の作品集。SNSで注目を集めた葉っぱ
切り絵の写真に、書き下ろしストーリーを添えて紹介する。葉っぱ切り絵メソッド、
Q&Aも収録。

814.5 KI 気持ちを表すことばの辞典
飯間 浩明 監修　ツヅ
キ エイミ 絵　252% 絵

ナツメ社
知っておくと役に立つ「感情のことば」「行動のことば」「体のことば」を整理・分
類。見開き1テーマで8?10語の「ことば」を、例文とともに紹介する。ことばの魅力
や不思議を伝えるコラムも収録。

830.7 TO なんで英語、勉強すんの? 鳥飼 玖美子 著 岩波書店
「これからの時代に英語は必要だ」と言われても英語なんてムリ! 英語に悩まさ
れている人へ、どうして英語を学ばないといけないのか、英語を学ぶとどういった
良いことがあるのか、どんなふうに学べばいいのかなどを伝える。

911.1 DO ドラえもん短歌
枡野 浩一 選　藤子・F・
不二雄 キャラクター原
作

小学館

ぼくたちみんなの共通語=「ドラえもん」の仲間たちや、ひみつ道具を詠み込んで
作る歌、それが、「ドラえもん短歌」。若者に圧倒的支持を受ける歌人・枡野浩一
の呼びかけに、全国から続々と寄せられた、傑作の数々。「ドラえもん」×「短歌」
という言葉のひみつ道具を駆使し、みんなの今の想いを詰め込んだ、待望の文
庫決定版。

911.5 TA さよならは仮のことば　谷川俊太郎詩集 谷川 俊太郎 著 新潮社
「二十億光年の孤独」から「ベージュ」までの主な詩集から、編集部が独自に編
んだ詩選集。国語教科書の定番「朝のリレー」「春に」、東日本大震災で話題と
なった「生きる」など、豊穣かつ多彩な作品が満載。

913.6 AK ヴァイオレット・エヴァーガーデン 上 暁佳奈 著 京都アニメーション

913.6 AK ヴァイオレット・エヴァーガーデン 下 暁佳奈 著 京都アニメーション

913.6 AO
むかしむかしあるところに、やっぱり死体があ
りました。

青柳 碧人 著 双葉社
竹取のシゲと幸せに暮らしていたかぐや姫。ある日、シゲの子分ヤスの家から出
火し、焼け跡からヤスが刺殺体で…。「竹取探偵物語」をはじめ、日本の昔ばな
しをミステリで読み解く作品集、第2弾。『小説推理』掲載を書籍化。

913.6 AR みとりねこ 有川 ひろ 著 講談社
猫の浩太は、一家の長男・浩美と生まれたときからずっと一緒。いつも?油にひた
した肉球で、テーブルクロスにハンコをペタペタ。そのわけは…。表題作をはじ
め、旅猫リポート外伝「ハチジカン」など猫をめぐる全7編を収録。

913.6 HA 常設展示室 原田 マハ 著 新潮社
パリ、NY、東京。世界各地の美術館で、人生の岐路に立つ人々が出会う、運命
を変える一枚。アート小説の第一人者が、美術館の片隅で繰り広げられる人間
ドラマを描いた短篇集。

913.6 HA
都会(まち)のトム&ソーヤ　18　未来からの挑
戦

はやみね かおる [著]
にし けいこ 画

講談社
中学2年の内人と創也はとある招待状の謎を解き、ゲームに参加することに。今
回は8人でグループを作るが、リーダーを決めるところから大混乱。個性豊かな
キャラクターたちが、謎めいたゲームマスターに全力で対峙し…。

913.6 IK 民王　シベリアの陰謀 池井戸 潤 著 KADOKAWA
高西環境大臣が人を凶暴化させる謎のウイルスに感染した。陰謀論者の台頭
で、危機に陥る第二次武藤泰山内閣。ウイルスはどこからやってきたのか。泰山
は国民を救うべく…。『小説野性時代』掲載に書き下ろしを加えて単行本化。

913.6 IN 今、きみの瞳に映るのは。 いぬじゅん 著 実業之日本社
地元テレビ局の番組の主役に抜擢された一ノ瀬美姫。それは高校を舞台にした
リアリティーショーで、関係者全員がコンタクトカメラという小型機械を瞳に入れ、
視聴覚の全てを記録するという実験的な企画だったのだが…。

913.6 IN おまえなんかに会いたくない 乾 ルカ 著 中央公論新社
10年前に北海道立白麗高校を卒業した元クラスメイトたちに同窓会の案内が届
いた。高校の思い出に盛り上がる彼ら。しかし「岸本李矢さんを覚えていますか」
という書き込みが波紋を呼ぶ。それはいじめで転校した生徒で…。

913.6 JU 10文字ホラー　1 氏田 雄介 編 講談社(発売)
「踏んだ新雪から滲む血」「鍵が掛けられた三面鏡」「望遠鏡越しに目が合う」「一
部屋だけ異常に安い」 ルールは「10文字ぴったりに収めること」だけ。10万作か
ら厳選した極上ホラーアンソロジー第1弾。

913.6 JU 10文字ホラー　2 氏田 雄介 編 講談社(発売)
「空腹で就寝満腹で起床」「運動会の声が廃校から」「逃げた空家の中が実家」
「乗客が全員笑顔の電車」 ルールは「10文字ぴったりに収めること」だけ。10万
作から厳選した極上ホラーアンソロジー第2弾。

913.6 KI 砂に埋もれる犬 桐野 夏生 著 朝日新聞出版
小学校にも通わせてもらえず、日々の食事もままならない生活を送る優真。そん
な彼に手を差し伸べるコンビニ店主が現れ…。家族からの愛を受けぬまま思春
期を迎えた少年の魂は、どこへ向かうのか。『週刊朝日』連載を加筆修正。

913.6 KO チグリジアの雨 小林 由香 [著] 角川春樹事務所
高校1年生の航基は東京の進学校に通っていたが、母の再婚を機にある田舎町
に引っ越すことに。転入して間もない学校生活は順調に進んでいたが、突然いじ
めのターゲットになり…。いじめ問題に一石を投じる青春ミステリ小説。

913.6 KO 真田十勇士　1　参上、猿飛佐助 小前 亮 作 小峰書店
忍び、乱世に跳ぶ! 豊臣と徳川が最後の対決に突き進む戦国の世を舞台に、時
代の波に翻弄されながらも果敢に立ち向かう、知将・真田幸村と、猿飛佐助ら十
人の勇者たちの活躍を描く。

913.6 KO 真田十勇士　2　決起、真田幸村 小前 亮 作 小峰書店
徳川幕府より流罪を命じられていた真田幸村は、ひそかに九度山を脱出するこ
とを決意。打倒徳川をかかげ、十人の勇者たちとともに大坂城への入城を果た
す…。戦国武将・真田幸村と彼に仕えた十勇士の物語。

913.6 KO 真田十勇士　3　激闘、大坂の陣 小前 亮 作 小峰書店
大坂入城を果たした真田幸村は、十勇士とともに真田丸の建設をいそぐ。豊臣
家の存亡をかけた最後の決戦の火ぶたが切って落とされる! 戦国武将・真田幸
村と彼に仕えた十勇士の物語。

913.6 KO 真田十勇士　外伝　忍び里の兄弟 小前 亮 作 小峰書店
霧隠才蔵は伊賀の里で弟分の幼い少年と共に暮らしていた。忍びたちの不在を
ねらい、何者かが里に奇襲をかける。はたして才蔵の弟は無事なのか!? 「十勇
士」集結以前のサイドストーリー3編を収録。

913.6 MA 星を掬う 町田 そのこ 著 中央公論新社
千鶴が夫から逃げるために向かった「さざめきハイツ」には、自分を捨てた母・聖
子がいた。他の同居人は、娘に捨てられた彩子と、聖子を「母」と呼び慕う恵真。
4人の共同生活は、思わぬ気づきと変化を迎え…。

913.6 MI N 道尾 秀介 著 集英社
「魔法の鼻を持つ犬」とともに教え子の秘密を探る理科教師、殺人事件の真実
を?むべくペット探偵を尾行する女性刑事…。1章おきに上下逆転して印刷されて
いる全6章。読みたい順番で読むことで、720通りの物語が楽しめる。

913.6 MO 本が紡いだ五つの奇跡 森沢 明夫 著 講談社
仕事がなかなかうまくいかない女性編集者の最後のチャレンジで実現した新作
小説。その小説が人々を気持ちを奇跡のように紡いでいく…。本に関わった5人
の物語。『小説現代』連載を単行本化。

『自動手記人形（オート・メモリーズ・ドール）』その名が騒がれたのはもう随分前
のこと。 オーランド博士が肉声の言葉を書き記す機械を作った。 当初は愛する
妻のためだけに作られた機械だったが、いつしか世界に普及し、それを貸し出し
提供する機関も出来た。 「お客様がお望みならどこでも駆けつけます。自動手記
人形サービス、ヴァイオレット・エヴァーガーデンです」 物語から飛び出してきた
ような格好の金髪碧眼の女は無機質な美しさのまま玲瓏な声でそう言った。 ≪
第5回京都アニメーション大賞 初の大賞受賞作！



913.6 MO
京都寺町三条のホームズ　17　見習いキュ
レーターの健闘と迷いの森　後編

望月 麻衣 著 双葉社
祇園で地下クラブを経営する敦子から清貴に持ち込まれた奇妙な依頼。小松探
偵事務所が正式に調査に動き出したが、思わぬ方向に転がり出す。一方、円生
は突然、展覧会の開催を中止にしてほしいと言い出し…。

913.6 MU コンビニたそがれ堂 村山 早紀 [著] ポプラ社

駅前商店街のはずれ、赤い鳥居が並んでいるあたりに、夕暮れになるとあらわ
れる不思議なコンビニ「たそがれ堂」。大事な探しものがある人は、必ずここで見
つけられるという。今日、その扉をくぐるのは・・・・・・?慌しく過ぎていく毎日の中
で、誰もが覚えのある戸惑いや痛み、矛盾や切なさ。それらすべてをやわらかく
受け止めて、昇華させてくれる5つの物語。

913.6 MU コンビニたそがれ堂 星に願いを 村山 早紀 [著] ポプラ社

大事な探しものがある人だけがたどり着ける、不思議なコンビニたそがれ堂。今
回のお客様は、お隣のお兄ちゃんに告白したくて頑張る少女、街角で長くコー
ヒーをいれてきた喫茶店のマスター、子どもの頃、変身ヒーローになりたかった
青年…夜空の星に切なる願いをかけた時、やさしい奇跡が起こる―。つまずき
がちな毎日に涙と笑いを運んでくれる、好評シリーズ第3弾。

913.6 MU コンビニたそがれ堂 空の童話 村山 早紀 [著] ポプラ社
本当にほしいものがある人だけがたどり着ける、不思議なコンビニたそがれ堂。
その昔小さな出版社から刊行された幻の児童書「空の童話」をめぐる若い漫画
家の物語ほか、全4作を収録。シリーズ第4弾。

913.6 MU コンビニたそがれ堂 神無月のころ 村山 早紀 [著] ポプラ社
本当にほしいものがある人だけがたどり着ける、不思議なコンビニたそがれ堂。
炭坑事故で亡くなった父と家族の温かな交流を描いた「三日月に乾杯」など、
ちょっぴり怖くてユーモラスな5つの物語を収録する。シリーズ第5弾。

913.6 MU コンビニたそがれ堂 祝福の庭 村山 早紀 [著] ポプラ社
大事な探しものがある人は、必ずここで見つけられるという魔法のコンビニ「たそ
がれ堂」。北国の高校を卒業し、いまは街角の洋品店で働くつむぎが、たそがれ
堂で手にしたものは…。ちょっぴり不思議で心温まる物語。

913.6 MU コンビニたそがれ堂 猫たちの星座 村山 早紀 [著] ポプラ社
本当にほしいものがある人だけがたどり着ける、不思議なコンビニたそがれ堂。
他者の幸福を願って生きた人たちの?末とともに、生きること老いることの意味を
温かく伝える。

913.6 MU コンビニたそがれ堂 花時計 村山 早紀 [著] ポプラ社
優しい幽霊、遠い昔に別れた人、すれ違う少女たちの願い…。駅前商店街のは
ずれ、夕暮れになると現れるコンビニ「たそがれ堂」。大事な探しものがある人
は、必ずここで見つけられるという-。ちょっぴり不思議で心温まる物語。

913.6 MU コンビニたそがれ堂異聞 千夜一夜 村山 早紀 [著] ポプラ社
風早神社の娘・沙也加は願う。この街に穏やかな暮らしが戻りますように-。探し
ものが見つかる不思議なコンビニ「たそがれ堂」。深い癒しを贈る、シリーズ特別
編。

913.6 NA 偶然屋　1 七尾 与史 著 小学館
就職活動崖っぷちの水氷里美は、ある会社の求人広告を見つけ、連絡を入れ
る。数々のミッションをクリアした里美に与えられたのは「アクシデントディレク
ター」という仕事で…。予測不能の長編ミステリー。

913.6 NA 偶然屋　2　闇に揺れるツインテール 七尾 与史 著 小学館
「オフィス油炭」に、人気映画と同じシチュエーションで、一目惚れした女性とすれ
違いたいという「出会いの演出」の依頼が持ち込まれる。アクシデントディレク
ターの水氷里美は女子中学生のクロエと共にミッションに挑むが…。

913.6 NI 夜が明ける 西 加奈子 著 新潮社
どれだけ傷ついても、夜が深くても、必ず明日はやってくる-。思春期から33歳に
なるまでの男同士の友情と成長、そして変わりゆく日々を生きる奇跡を描く。再
生と救済の物語。『小説新潮』連載を単行本化。

913.6 OG エチュード春一番 第1曲 荻原規子 [著] KADOKAWA

小犬のプレリュード　大学生になる春、美綾の家に迷い込んできた子犬が「わし
は八百万の神だ」と名乗る。はじめてのひとり暮らし、ロッカーでの盗難事件な
ど、波乱続きの新生活。美綾は超現実主義の神様と?み合わない会話をしなが
ら自立していく!

913.6 OG エチュード春一番 第2曲 荻原規子 [著] KADOKAWA

三日月のボレロ　祖母の家に帰省した美綾は、夜の神社で光る蛇のビジョンを
見る。それは神気だと、パピヨンの姿をした八百万の神・モノクロは言う。美綾を
「能力者」と認識した「視える」男、飛葉周は彼女につきまとい、仲間になるよう迫
り…。

913.6 OG エチュード春一番 第3曲 荻原規子 [著] KADOKAWA

幻想組曲〈狼〉　小犬の姿をした八百万の神モノクロとともに暮らす大学生の美
綾。意識体となって10世紀にタイムスリップした美綾は、若き将門の護衛を務め
る少女ユカラの体に閉じ込められてしまう。やがて邪悪な呪術が絡んだ争いが
起き…。

913.6 SA 怖ガラセ屋サン 澤村 伊智 著 幻冬舎
「怖ガラセ屋サン」が、あの手この手で、恐怖をナメた者たちを闇に引きずり込
む。一話ごとに「まさか!」の戦慄が走る、連作短編集。「救済と恐怖と」など全7話
を収録。『小説幻冬』掲載に書き下ろしを加えて書籍化。

913.6 SE そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ 著 文藝春秋
血の?がらない親の間をリレーされ、4回も名字が変わった優子、17歳。父親が3
人、母親が2人。だけどいつでも両親を愛し、愛されていた-。身近な人が愛おしく
なる、優しい物語。

913.6 SH 明日の世界が君に優しくありますように 汐見 夏衛 著 スターツ出版
家族も友達も信じられず、高校進学を機に祖父母の家に引っ越してきた真波。
裏表なくまっすぐ向き合ってくれる同級生の漣のおかげで、前に踏み出し始め
る。そんな矢先、漣が別人のようにふさぎ込んでしまい…。番外編も収録。

913.6 UK 変な家 雨穴 飛鳥新社
謎の空間、二重の扉、窓のない子供部屋、この家、何かがおかしい-。知人が購
入を検討している都内の中古一軒家には「謎の空間」が存在していた。不可解な
間取りの真相とは…。YouTubeで人気の不動産ミステリー。

913.6 UY 君にささやかな奇蹟を 宇山 佳佑 [著] KADOKAWA
第108代サンタクロース家当主の明日真聖也は、愚図で意気地なしでニート街道
まっしぐら。そんな彼が、百貨店のおもちゃ売り場で働く阿部伊吹に恋をした。サ
ンタは彼女のために願いを叶えようとするが…。

913.6 WA オーラの発表会 綿矢 りさ 著 集英社
他人に興味が持てない大学生の海松子。友達は「まね師」の萌音、ひとりだけ。
なのに、幼馴染の同い年男子と、男前の社会人からアプローチを受けていて…。
恋愛未満小説。『すばる』連載を加筆し単行本化。

913.6 YU ミカエルの鼓動 柚月 裕子 著 文藝春秋
手術支援ロボット「ミカエル」を推進する心臓外科医・西條と、ドイツ帰りの天才
医師・真木。難病の少年の治療をめぐり対立する2人。そんな中、西條を慕って
いた若手医師が自ら命を絶ち…。『週刊文春』連載を加筆修正。

914.6 MO 諦めの価値 森 博嗣 著 朝日新聞出版
自分にも他者にも期待しないと、不思議とものごとはうまくいく! 「人生このままで
いいのか」と悩む人に向けて、仕事、人間関係、日々の雑事に見切りをつけ、夢
をかなえた作家が「諦め」の極意を綴る。



933.7 MC チェスターとガス
ケイミー・マガヴァン 作
西本 かおる 訳

小峰書店
テストに落ち、補助犬になれなかった犬のチェスターは、自閉症の少年ガスが暮
らす家にペットとして迎え入れられた。何とかガスの助けになりたいと願うチェス
ターは…。落ちこぼれ犬と自閉症の少年との静かな友情の物語。

983 DO 白痴 1
ドストエフスキー 著、望
月哲男 訳

河出書房新社
「しんじつ美しい人」とされる純朴な青年ムィシキン公爵。彼は、はたして聖者な
のか、それともバカなのか。ドストエフスキー５大小説のなかでもっとも波瀾に満
ちた長篇の新訳決定版。


