
書名 著者名 出版社 内容紹介

015.2 HY 100万回死んだねこ　覚え違いタイトル集 福井県立図書館 編著 講談社
「衝撃の巨人」→「進撃の巨人」、「100万回死んだねこ」→「100万回生きたねこ」
…。図書館の利用者がうっかり覚え違えた本のタイトルから、司書が正しいタイト
ルを導き出した事例集。本の情報、司書の仕事も紹介。

031 GE 現代用語の基礎知識　2022 自由国民社 編集 自由国民社
科学・医療、政治・経済、世界情勢、時代・流行、情報・社会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。TOKYO2020五輪メダリスト、2021年の
キーパーソ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　2022
クレイグ・グレンディ 編
[大木 哲 ほか訳]

KADOKAWA(発売)
環境問題から、自然界、人間、冒険、科学&テクノロジー、社会、ポップカル
チャー、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。日本版オリ
ジナルページ、日本各地の記録も収録する。

146.8 TO 心はどこへ消えた? 東畑 開人 著 文藝春秋
コロナ禍の命がけの社交、過酷な働き方、段ボール国家…。今ほど心が蔑ろに
されている時代はない。それはなぜかを解き明かすとともに、心の在り処を探
る。心を取り戻すための小さな物語が満載。『週刊文春』連載を書籍化。

159.4 JU
13歳から分かる!プロフェッショナルの条件　ド
ラッカー成果を上げるレッスン

藤屋 伸二 監修　大西
洋 イラスト

日本図書センター
20世紀を代表する経済思想家ドラッカーが、成果を上げ人生を豊かにする方法
をまとめた著作「プロフェッショナルの条件」をベースにした入門書。成果を上げ
る「5つの能力」が、ストーリーと授業形式で学べる。

219.9 TO 沖縄戦の戦争遺品 豊里 友行 著 新日本出版社
懐中時計、戦時中のメガネ、塊になった錆びた貨幣…。沖縄で60年以上遺骨収
集してきた国吉勇さんに8年余り同行取材した著者による写真集。沖縄戦の遺品
をカラーで収録し、国吉さんの活動も紹介する。

280.4 SV
声をあげて、世界を変えよう!　よりよい未来の
ためのU30の言葉

アドーラ・スヴィタク 著
カミラ・ピンヘイロ イラ
スト　長尾 莉紗 訳

ディスクユニオン(発売)
マララさん、グレタさんだけじゃない! 気候変動からトランスジェンダーの権利ま
で、ソーシャルチェンジのために声をあげたミレニアル?Z世代の若きアクティヴィ
スト45名のスピーチを紹介する。

281 TO 東大教授がおしえるさらに!やばい日本史

本郷 和人 監修　和田
ラヂヲ イラスト　横山
了一 マンガ　滝乃 みわ
こ 執筆

ダイヤモンド社
正しい心で社会に尽くし500社も会社を作った渋沢栄一は、バレバレの居留守で
悪事をごまかした-。偉人37人の「やばい」エピソードで日本の歴史を紹介。日本
と世界の関係の歴史もわかる。

304 OM 日本の論点　2022?23 大前　研一 プレジデント社
コロナ収束後求められる人材、デジタル庁の課題、バイデン政権の外交戦略、
中東の新しい地政学…。大前研一が、さまざまな論点を取り上げて語る。『プレ
ジデント』連載「日本のカラクリ」を加筆修正し再構成。

327.1 II 弁護士になるには 飯島 一孝 著 ぺりかん社
基本的人権を擁護し、社会正義の実現を使命とする弁護士。第一線で活躍する
人たちの生きた仕事現場を取材するほか、仕事の内容や収入・将来性、<なり方
>などをくわしく解説する。「なるにはフローチャート」も掲載。

337.8 IK
いくらかな?社会がみえるねだんのはなし　5
リサイクルと環境のねだん

藤田 千枝 編　新美 景
子 著　鈴木 有子 著

大月書店
スーパーのレジ袋1枚いくら? 暖房機、買わずに借りるといくら? 小水力発電、い
くらでできる? リサイクルと環境にまつわる様々なねだんを通して、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　6
戦争と安全のねだん

藤田 千枝 編　菅原 由
美子 著

大月書店
信号機って、いくらする? 銃1丁、いくらで買える? 日本の国家予算に占める軍事
費の割合は? 戦争と安全にまつわる様々なねだんを通して、社会のしくみをわか
りやすく説明する。

350.9 SE
世界国勢図会　世界がわかるデータブック
2021/22

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団体が公表した原数値、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　2022 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792市、東京23区、926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
2021/22

矢野恒太記念会 編集 矢野恒太記念会
厳選した最新のデータをもとに、日本の社会・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。国土と気候、人口、工業、財政など、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　2021　コロナ禍とジェンダー平等へ
の課題

日本婦人団体連合会
編

ほるぷ出版
「コロナ禍とジェンダー平等への課題」をテーマに、コロナ禍で露呈した日本の政
治・経済・社会の問題点を様々な側面から論じるとともに、はたらく女性の現状、
GIGAスクール構想と学校教育などにも触れる。

369.2 SH 障害者白書　令和3年版 内閣府 編集 勝美印刷(印刷)
新型コロナウイルス感染症への対応、障害のある人に対する理解を深めるため
の基盤づくり、社会参加へ向けた自立の基盤づくりなど、令和2年度を中心とした
障害者施策の取組をまとめる。障害者の状況等の参考資料も収録。

369.4 KO 子ども白書　2021　特集コロナ禍から未来へ 日本子どもを守る会 編 かもがわ出版
健康・医療、家庭、福祉、保育・学童保育、司法、学校、地域社会・まち、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。特集「コロナ禍から未来へ」等も掲載。子ども生活関連年表付き。

369.4 RO 支える、支えられる、支え合う サヘル・ローズ 編著 岩波書店
学校でいじめを受けた経験を持ち、現在は難民キャンプの子どもたちへの支援
を行っているサヘル・ローズが自らの体験をたどりながら、他者を思いやり、寄り
添うことの大切さを伝える。子どもの支援に携わる人々の活動も紹介。

376.8 MO
社会福祉学部　中高生のための学部選びガ
イド

元木 裕 著 ぺりかん社
社会福祉学部をめざす人のための学部案内。社会福祉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。

379.6 KY 今日から使えるワークショップのアイデア帳
ワークショップ探検部
著

翔泳社
誰でもワークショップを実践できるよう、30のプログラムの準備から具体的な手
順までを詳しく解説。アレンジ方法も掲載する。ファシリテートに欠かせない知識
もQ&Aで紹介。ワークシートがダウンロードできるURL付き。

383.5 IZ ウチの江戸美人
いずみ 朔庵 著　ポーラ
文化研究所 監修

晶文社
江戸美人と現代女子が、時空を超えて一緒に暮らすことに…。同世代の女性た
ちがそれぞれの価値観や好みを否定せず、時に共有しながらおしゃれや趣味を
楽しむ様子を描く。4コマ漫画付き。ポーラ文化研究所サイト連載を書籍化。

403.6 KO 理科年表　第95冊(令和4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。気象部を大改訂し、気象災害、火山、地震などのデータを
更新。キャンプに役立つ情報も充実。

2021年　　12月　新着図書　

請求記号



417 OY
親子で学ぶ!統計学はじめて図鑑　レッツ!デー
タサイエンス

渡辺 美智子 監修　青
山 和裕 著　川上 貴 著
山口 和範 著　渡辺 美
智子 著　友永 たろ イラ

日本図書センター
多くのデータをまとめ、グラフにすることでデータの特徴や傾向をつかむ統計。
「いろんなデータを統計グラフにしてみよう」「なんで平均を出すことが大事な
の?」など、統計学の考え方をやさしく解説します。

467.5 IN 生物に学ぶガラパゴス・イノベーション 稲垣 栄洋 著 東京書籍
ガラパゴス化はけっしてダメなことではない。ガラパゴス諸島の生き物たちの進
化をひもときながら、ガラパゴスを強みに転換する「ガラパゴス・イノベーション」
を説く。

470.4 MO
身近な雑草たちの奇跡　道ばた、空き地、花
壇の隅…気づけばそこにいる植物の生態

森 昭彦 著 SBクリエイティブ
わたしたちの足元は、驚くほどの美と生命活動に溢れている-。道ばたや空き地
でたくましくも小さな花や実をつける雑草たち、恐るべき進化を遂げた雑草たち
の神秘、寄生で奇妙で無精な植物などを、カラー写真とともに紹介する。

471 IN
植物たちのフシギすぎる進化　木が草になっ
たって本当?

稲垣 栄洋 著 筑摩書房
植物の進化を見つめると、「強さ」の基準や勝負の方法は無限にあることがわか
る。植物たちの生き残りをかけた進化の過程を追った、勇気づけられる植物たち
の話。おすすめの本も紹介する。

491.8 OK キャラでわかる!はじめての免疫図鑑
岡田 晴恵 著　いとう
みつる 絵

日本図書センター
マクロファージ、樹状細胞、NK細胞、リンパ、骨髄…。免疫にかかわる細胞や器
官、腸内細菌などをキャラクター化。すぐに理解するのがむずかしい免疫につい
て、岡田晴恵先生がわかりやすく解説する。

493.7 RY
まわりに気を使いすぎなあなたが自分のため
に生きられる本　HSP気質を生かして、幸せに
なる

Ryota 著 KADOKAWA
HSPとは、環境感受性の高い「気づきやすい人」。その「気づきやすい」という気
質をプラスの方向に活かし、「自分らしさ」を見つけ、自分のために生きる方法を
紹介する。

498.1 KO
厚生労働白書　令和2年度厚生労働行政年次
報告　令和3年版　新型コロナウイルス感染症
と社会保障

厚生労働省 編
全国官報販売協同組
合(発売)

新型コロナウイルス感染症が国民生活に与えた影響と社会保障の対応を分析
するとともに、社会的危機における社会保障の役割について検討。また、令和2
年度の行政報告として、様々な政策課題への厚生労働省の対応をまとめる。

498.5 KY キャラでわかる!はじめての栄養素図鑑
田中 明 監修　蒲池 桂
子 監修　いとう みつる
絵

日本図書センター
51の栄養素&機能性成分をキャラクター化。それぞれの栄養素の役割、含まれ
る食べ物、適切なとり方などをわかりやすく解説する。「肌荒れ」「イライラ」といっ
た困った症状を解決するおすすめの栄養素も紹介する。

498.6 KA コロナの世界を照らす50のやさしい物語
片野 優 著　須貝 典子
著

宝島社
孤島の恋人に会うために、名物店員を守るために、穏やかな毎日を送るために
…。国内・海外のSNSやメディアで取り上げられた、コロナにまつわる25カ国の
ほっこりエピソードを厳選し、11のテーマに分類して紹介する。

519 GI 図説人新世　環境破壊と気候変動の人類史
ギスリ・パルソン 著　長
谷川 眞理子 監修　梅
田 智世 訳

東京書籍
ホモ・サピエンスは、地球をどのように改変してきたのか? 人類誕生以降から現
在までの地球環境改変の歴史を、「人新世」という新たな地質時代に設定し、学
問領域を越境して多くの写真と図で平易に解説する。

519.05 KA
環境白書 循環型社会白書/生物多様性白書
令和3年版　2050年カーボンニュートラルに向
けた経済社会のリデザイン(再設計)

環境省大臣官房環境
計画課 編集　環境省環
境再生・資源循環局総
務課循環型社会推進

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。
令和2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、および令
和3年度の環境の保全等に関する施策を報告する。

574.2 MU
火星に住むつもりです　二酸化炭素が地球を
救う

村木 風海 著 光文社
二酸化炭素を吸い取れば、地球も守れて火星にも行ける! 誰もがボタンひとつで
二酸化炭素を回収できる世界最小の二酸化炭素直接空気回収装置「ひやっ
しー」と、二酸化炭素が切り拓く未来を紹介する。

589.7 EB レゴ 蛯谷敏 著 ダイヤモンド社
世界一の玩具メーカー「レゴ」の波乱に満ちた経営の軌跡を追いながら、競争力
の原点であるレゴの普遍的な価値を発見していくプロセスを具体的に描く。レゴ
工場の内部の様子も写真とともに紹介。

645.6 PI ラストウォーク　愛犬オディー最後の一年
ジェシカ・ピアス 著　栗
山 圭世子 訳

新泉社
動物は死を意識しているのか。痛みを感じているのか。安楽死を行うのは適切
なのか。行うならどの時点か-。生命倫理学者が飼い犬の様子を日記に綴りな
がら、倫理的・医学的な問題を徹底的に探求する。

702.8 IG 社会を変えた50人の女性アーティストたち
レイチェル・イグノトフス
キー 著　野中 モモ 訳

創元社
女性が芸術作品を創り出すことが当たり前ではない時代があった-。常識や古い
価値観にしばられず、自分自身を自由に力強く表現した世界の50人の女性アー
ティストを、チャーミングなイラストとともに紹介する。

726.1 SU ちはやふる　47 末次 由紀 著 講談社

名人・クイーン戦はついに第４試合突入！  第３試合で勝利を逃した重圧が詩
暢・新に重くのしかかる一戦。「勝つイメージ」が浮かばず苦戦する新の前に、な
んと太一が現れる――！  憧れの場所に千早・太一・新の三人が集い、物語は
クライマックスへ！

726.6 CO タンタンタンゴはパパふたり

ジャスティン・リチャード
ソン 文　ピーター・パー
ネル 文　ヘンリー・コー
ル 絵　尾辻 かな子 訳

ポット出版
動物園にはいろんな家族がいます。でも、ペンギンのタンゴの一家は、そのどれ
とも違っていました。タンゴにはパパがふたりいるのです。ニューヨークの動物園
で本当にあったペンギンの家族のお話。

778.7 AN アニメ業界で働く
小杉 眞紀 著　山田 幸
彦 著　吉田 真奈 著

ぺりかん社
アニメの歴史から制作の工程、アニメづくりに欠かせない職業の人たちなども紹
介し、アニメ業界の仕事の実際、収入、<なり方>などをくわしく解説する。「なるに
はフローチャート」も掲載。

783.7 KA
野球の科学　解剖学、力学、統計学でプレー
を分析!

川村 卓 著 SBクリエイティブ
遅いのに打てない球の秘密とは? 送りバントは本当に有効な戦術か? バットの理
想的な進入角度がある? 最も得点しやすいのは「無死満塁」ではない? 野球にま
つわる疑問に「科学的な見地」で答える。

837 TE 天声人語　2021夏
朝日新聞論説委員室
編　国際発信部 訳

原書房
『朝日新聞』のコラム「天声人語」2021年4?6月分を、そのほとんどの漢字にふり
がなを添え、情報サービスの配信サイト『Astand』掲載の英訳文とともに収録。
英文訳注、用語解説、索引付。

837 TE 天声人語　2021秋
朝日新聞論説委員室
編　国際発信部 訳

原書房
『朝日新聞』のコラム「天声人語」2021年7?9月分を、そのほとんどの漢字にふり
がなを添え、情報サービスの配信サイト『Astand』掲載の英訳文とともに収録。
英文訳注、用語解説、索引付。

911.3 FU 俳句のきた道　芭蕉・蕪村・一茶 藤田 真一 著 岩波書店
伝統を大切にしながら、つねに新しい表現に挑戦しつづけた芭蕉・蕪村・一茶。
個性ゆたかな俳人たちはどのように生き、何をめざしたのか。かれらの名句・名
言を紹介しながら、俳句のこころを説く。

913.6 AN 就活ザムライの大誤算 安藤 祐介 著 光文社
内定という“勝利”を得るために、就活対策に全精力を注ぎ大学生活を送る蜂矢
徹郎。ところが、そううまくはいかない。自由奔放な同級生との出会いや謎のおじ
さんとの同居などでペースは乱されてばかり。どうなる就活!?

913.6 CH 透明な夜の香り 千早 茜 著 集英社
古い洋館でひっそりと営まれる、秘密のサロン。天才調香師・小川朔を訪ねて、
謎を秘めた依頼人たちが集まり-。香りをめぐるドラマチックな長編小説。『小説
すばる』連載を単行本化。

913.6 HA やまのめの六人 原 浩 著 KADOKAWA
嵐の夜、「ある仕事」を終えた男たちを乗せた乗用車が土砂崩れに巻き込まれ
横転。仲間の一人は命を落とし、生還した5人は付近の屋敷に逃げ込む。しかし
そこは不気味な老婆が支配する恐怖の館で…。密室ホラー×ミステリ。



913.6 IC スモールワールズ 一穂 ミチ 著 講談社
夫婦円満を装う主婦と、家庭に恵まれない少年。初孫の誕生に喜ぶ祖母と娘家
族。向き合うことができなかった父と子…。誰かの悲しみに寄り添いながら、愛お
しい喜怒哀楽を描く連作集。『小説現代』掲載を単行本化。

913.6 IM 意味がわかると鳥肌が立つ話　続
蔵間 サキ 編著　大志
絵

学研プラス
1つの物語を違う角度からみると、まったく違う物語が見えてくる…。ページをめく
ると違う物語に変貌する、恐怖、笑い、感動の逸話を集めたアンソロジー。「殺し
の方法」「はじめてのおつかい」など全87編を収録。

913.6 KA アンソーシャルディスタンス 金原 ひとみ 著 新潮社
コロナ禍の世界を逃れ心中の旅に出る若い男女を描く表題作をはじめ、ウイル
スを恐れるあまり孤独を深め暴走する「テクノブレイク」など、生きる苦しみに彩ら
れた作品全5編を収録。『新潮』掲載を書籍化。

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5部[7]　女神の化身
7

香月 美夜 著 TOブックス
ローゼマインが移動した先に出現したのは巨大図書館、始まりの庭、育成の神
アーンヴァックス。その力でローゼマインは年相応の女性に変貌する。だが、そ
れは急変する事態の始まりで…。書き下ろし短編2本、4コマ漫画も収録。

913.6 KO 文豪中学生日記 小手鞠 るい 著 あすなろ書房
「書くこと」が大好きなハルキは、文芸部の部長として周囲の信頼も厚く、中学最
後の年を楽しく過ごしていた。ところが、SNSでの誹謗中傷から歯車が狂いはじ
め…。書き下ろし青春小説。

913.6 MI 時守たちのラストダンス
東堂 いづみ 原作　三
萩 せんや 著

河出書房新社
高知から上京してきた高校1年の伊純は、同級生たちとダンスユニットを組む
が、その裏で驚くべき計画が進行していた。異変が頻発する世界の救出に挑
む、感動の青春ファンタジー。アニメPVを視聴できるQRコード付き。

913.6 MU コンビニたそがれ堂 奇跡の招待状 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。ミ
ステリアスな店長が笑顔で迎えるのは、大好きな友だちに会いたいと願う10歳の
さゆき、あるきっかけからひきこもりになってしまった17歳の真衣、学生時代の恋
をふと思い出した作家の薫子…そこで彼女たちが見つけるものとは?ほのかに懐
かしくて限りなくあたたかい4編を収録したシリーズ第2弾.

913.6 MU コンビニたそがれ堂 小鳥の手紙 村山 早紀 [著] ポプラ社
幼い頃、千花の隣家の庭にあった不思議なポスト。そこに手紙を入れると、なぜ
か空の上の「あの人」から手紙がきて…。大切な探しものが見つかる、不思議な
コンビニたそがれ堂の物語。番外編「百貨の魔法の子どもたち」も収録。

913.6 NA 万葉と沙羅 中江 有里 著 文藝春秋
中学で登校拒否になり、通信制高校に入学した沙羅は、幼馴染の万葉に再会。
本好きの彼に刺激され、新しい本に出会っていく…。実際の本をあげながら描く
瑞々しい連作短編集。『オール讀物』他掲載に加筆修正。

913.6 NA 境界のポラリス 中島 空 著 講談社
中国にルーツをもつ女子高生・恵子。自主夜間中学で外国人の子どもたちに日
本語を教えている幸太郎と出会ったことで、恵子自身も日本語の先生に…。外
国人生徒たちとの友情を描く。

913.6 NI 死物語　上 西尾 維新 著 講談社
デストピア・ヴィルトゥオーゾ・スーサイドマスターに会うため、故国を目指す忍野
忍と阿良々木暦。人間社会が異常事態に陥った中、怪異にのみ感染するウイル
スが吸血鬼を死に至らしめていて…。阿良々木暦の大学生編。

913.6 NI 死物語　下 西尾 維新 著 講談社
専門家の見習いとして、斧乃木余接、貝木泥舟と共に西表島へ向かう千石撫
子。敵は蛇遣い・洗人迂路子-すべての元凶にして、臥煙伊豆湖の実の娘であ
る。撫子が挑む“死闘”の結末は…。千石撫子の成長譚。

913.6 SH サード・キッチン 白尾 悠 著 河出書房新社
アメリカの大学に留学した尚美は、会話もままならず、友人もできずひとりぼっ
ち。人間関係をあきらめ勉強だけに邁進していたある日、隣室のアンドレアととも
に、さまざまなマイノリティが集まる、ある学生食堂に招かれて…。

913.6 TS 初恋部 恋はできぬが謎を解く 辻堂 ゆめ 著 実業之日本社
「初恋部」を設立した女子高生のハル。誰も入らないと思っていたら、3人の入部
希望者が現れた! 初恋未経験の女子4人が出会うのは運命の人ではなく、校内
で起こる奇妙な謎ばかりで…。

913.6 TS 闇祓 辻村 深月 著 KADOKAWA
クラスになじめない転校生・要に親切に接する委員長・澪。しかし、そんな彼女に
要は不審な態度で迫る。ヤバい行動を繰り返す要に恐怖を覚えた澪は憧れの
先輩・神原に助けを求めるが-。『小説野性時代』連載を単行本化。

913.6 YA セカイを科学せよ! 安田 夏菜 著 講談社
ルーツが日米の蟲好き女子・葉奈。ルーツが日露のミハイル。葉奈とミハイル、
そして科学部の面々は、生物班の存続をかけ、学校に活動の成果を示すことに
…!? ミックスルーツの中学生が繰り広げるバイオロジカル・コメディ。

933.7 DR キャラメル色のわたし
シャロン・M.ドレイパー
作　横山 和江 訳

鈴木出版
黒人のパパと白人のママが離婚し、1週間ごとに両親の家を行き来する生活を
続けているイザベラ。家族やアイデンティティについて悩むなか、ピアノの演奏会
の日に黒人の兄とともに警官に拘束され、銃を向けられ…!?

933.7 HE 海を見た日
M.G.ヘネシー 作　杉田
七重 訳

鈴木出版
きっと世界は、そんなにひどいところじゃない-。ロサンゼルス、それぞれの事情
で養母の家に預けられた3人の里子。みんながバラバラの方向を向いていて、正
面切って向き合わない。そこへ新しく自閉症の男の子が仲間入りし…。

933.7 RA ラスト・フレンズ　わたしたちの最後の13日間
ヤスミン・ラーマン 著
代田 亜香子 訳

静山社
誰にも言えない思いを抱えた16歳の少女たちが出会ったのは、あるマッチング
サイト。何が彼女たちを死に向かわせたのか…。サスペンスやミステリーの要素
もある、ティーンの友情物語。

983 DO 悪霊　上巻　改版
ドストエフスキー [著]
江川 卓 訳

新潮社

1861年の農奴解放令によっていっさいの旧価値が崩壊し、動揺と混乱を深める
過渡期ロシア。青年たちは、無政府主義や無神論に走り秘密結社を組織してロ
シア社会の転覆を企てる。――聖書に、悪霊に憑かれた豚の群れが湖に飛び
込んで溺死するという記述があるが、本書は、無神論的革命思想を悪霊に見た
て、それに憑かれた人々とその破滅を、実在の事件をもとに描いた歴史的大長
編である。

983 DO 悪霊　下巻　改版
ドストエフスキー [著]
江川 卓 訳

新潮社

ドストエフスキーは、組織の結束を図るため転向者を殺害した“ネチャーエフ事
件”を素材に、組織を背後で動かす悪魔的超人スタヴローギンを創造した。悪徳
と虚無の中にしか生きられずついには自ら命を絶つスタヴローギンは、世界文
学が生んだ最も深刻な人間像であり“ロシア的”なものの悲劇性を結晶させた本
書は、ドストエフスキーの思想的文学的探求の頂点に位置する大作である。

983 DO 未成年　上巻　改版
ドストエフスキー [著]
工藤 精一郎 訳

新潮社

知識人の貴族ヴェルシーロフは、一家の主でありながら、「宿命の女性」アフ
マーコワへの情熱に駆られ破滅への道をひた走る。いっぽう彼と使用人の間に
生れた私生児アルカージイは、日陰の生立ちのため世を憤り、富と権力を得るこ
とを求めながら、父の愛を渇望する。ロシア社会の混乱を背景に、信仰と不信、
地上的恋と天上的愛に引き裂かれる人間像を描くドストエフスキー円熟期の名
作長編。

983 DO 未成年　下巻　改版
ドストエフスキー [著]
工藤 精一郎 訳

新潮社

酒、賭博の泥沼にのめり込み、腐敗した醜い人間関係に傷ついたアルカージイ
は、戸籍上の父である巡礼マカール老人の美しい心に打たれ、更生の道を見い
だす。が、敬愛する実父ヴェルシーロフの「運命の女性」アフマーコワへ恋心を
抱き、事態は悲劇的結末に向けて加速する。「父と子」の葛藤、未成年の魂の遍
歴を描きながらロシア民族の理想を追求するドストエフスキー五大長編の一作。


