
書名 著者名 出版社 内容紹介

159 KI
+1cm　たった1cmの差があなたの世界をがら
りと変える

キム ウンジュ 文　ヤン
ヒョンジョン イラスト

文響社
仕事、人付き合い、恋愛、叶えたい夢…。今の人生に「満たされていない」と感
じる人のために、ほんの少し見方を変えるだけで世界ががらりと変わる逆転の
アイディアを紹介する。人生にポジティブな変化と驚きを与えてくれる本。

159 YA
世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方　人
生のモヤモヤから解放される自己理解メソッド

八木 仁平 著 KADOKAWA
3つの視点で「自分探し」から脱出できると、「人間関係」「お金」「健康」「仕事」
のあらゆる悩みが消える! やりたいことの見つけ方を体系立てて学べる、自己
理解の教科書。

198.3 LU
ルターから今を考える　宗教改革500年の記
憶と想起

小田部 進一 著
日本キリスト教団出版
局

宗教改革者ルターの遺産をどう想起するのか。その生涯と思想を追いながら、
今につながる課題を見据える。キリスト教徒の減少、それにともなう価値観の
揺らぎを経験するドイツの現在から、日本社会とそこに生きる姿勢を問う。

210.2 YA
縄文人も恋をする!?　54のQ&Aで読みとく縄文
時代

山田 康弘 著 ビジネス社
縄文人は恋愛結婚だった? 縄文土器をはじめ、縄文人の衣食住や社会・家族
などにまつわる質問にズバリ回答。1万3千年続いた縄文時代の驚異すぎる文
化の謎を読みとく。

230.4 CH 中世ヨーロッパ　ビジュアル図鑑 新星出版社編集部 編 新星出版社
王や騎士や吟遊詩人は実際どのような存在だったのか? 農村や教会で人々
はどんな暮らしをしていたのか? ドラゴンやガーゴイルとは何なのか? 中世ヨー
ロッパの世界を、豊富なカラーイラストと写真で解説する。

289.1 OG 緒方貞子
小手鞠 るい 著　佐竹
美保 絵

岩崎書店
日本人として、また女性として初めて国連難民高等弁務官に就任した貞子。10
年間にわたり難民支援に携わり、世界に向けて「難民に対する尊厳」の大切さ
をアピールした緒方貞子の生涯を、ストーリーで楽しむ伝記。

289.3 RU 四角六面　キューブとわたし
エルノー・ルービック 著
久保 陽子 訳

光文社
累計3億5000万個を売り上げ、世界の7人に1人が遊んだことがあるというルー
ビックキューブ。その数奇な運命と尽きせぬ魅力を、発明者エルノー・ルービッ
クみずから人生哲学とともに語る。

302.3 KO
ロシア点描　まちかどから見るプーチン帝国の
素顔

小泉 悠 著 PHP研究所
ロシア人とはいかなる人々で、ロシアではどんな生活が営まれているのか。な
ぜ西側の世界と相容れないのか。住まい、街並み、地下空間、食生活、国際
関係などをテーマに具体的に解説する。プーチン権力の行方も論じる。

304 YO ヒトの壁 養老 孟司 著 新潮社
新型コロナウイルス禍と五輪、死の淵をのぞいた自身の心筋梗塞、愛猫の死。
人生そのものが、不要不急ではないか。それでも生きる価値はどこにあるのか
-。2年間の体験から改めて問い直す、究極の人間論。

311.2 MA 君主論
マキアヴェッリ 著　河島
英昭 訳

岩波書店

ルネサンス期イタリアの政治的混乱を辛くも生きたマキアヴェッリ（1469－
1527）は外交軍事の実経験と思索のすべてを傾けて，君主たるものが権力を
いかに維持・伸長すべきかを説いた．人間と組織に切りこむその犀利な観察と
分析は今日なお恐るべき有効性を保っている．カゼッラ版を基に諸本を参照
し，厳しい原典批判をへた画期的な新訳．

312.9 CH 地政学 奥山 真司 監修 新星出版社
地政学を知ると、世界の姿が見えてくる。地政学で考える日本、アメリカ、ロシ
ア、中国、アジア、中東、ヨーロッパの特徴を、オールカラーのイラストでわかり
やすく解説。地政学の基本的な概念も紹介する。

317.7 SU
警察犬になったアンズ　命を救われたトイプー
ドルの物語

鈴木 博房 著 岩崎書店
もう少しで殺処分になりそうなところをベテラン指導士に引き取られたトイプード
ルのアンズ。警察犬のシェパードたちといっしょにコツコツと訓練を重ねて、警
察犬になりました。小型警察犬としてがんばるトイプードルの物語。

329.2 II 外交官になるには 飯島 一孝 著 ぺりかん社
たえまなく揺れ動き複雑さを増す国際情勢のなか、諸外国との交渉や、国際協
力活動など、外交の最前線で活躍する外交官。仕事現場を取材するほか、仕
事の内容や収入、<なり方>などをくわしく解説する。

332.06 ZU 図解でわかる14歳から考える資本主義
インフォビジュアル研究
所 著

太田出版
世界の11人に1人が飢える不平等、お金を出す人と働く人、お金がお金を生む
からくり、社会的共通資本という視点、貧者のための金融・グラミン銀行…。資
本主義について、カラー図版を用いてわかりやすく解説する。

336.4 GR GIVE&TAKE「与える人」こそ成功する時代
アダム・グラント 著　楠
木 建 監訳

三笠書房
「GIVE&TAKE」という“常識”はこれからの時代に通用するのか。ギバー(惜しみ
なく与える人)、テイカー(自分の利益を優先させる人)、マッチャー(損得のバラ
ンスを考える人)、それぞれの特徴と可能性を分析する。

361.3 IN 交渉学が君たちの人生を変える 印南 一路 著 大和書房
交渉にあたってあらかじめ何を考え、どう行動し、現場でどういう会話をすれば
よいのか。科学的な根拠に基づいて、自分も相手も得する方法を解説する。慶
應義塾大学で人気の講義を書籍化。

366.2 MI ふむふむ　おしえて、お仕事! 三浦 しをん 著 新潮社
靴職人、染織家、漫画アシスタント、動物園飼育係…。技と情熱を持って仕事
をしている16人の女性たちの話に、驚きと感動とともに「ふむふむ」と相槌を
打ったインタビュー集。

366.3 CH
チェンジの扉　児童労働に向き合って気づい
たこと

ACE 著　安田 菜津紀
写真

集英社
人生は選択でき、変えることができる-。児童労働という問題に向き合ったこと
で、自分の人生を取り戻した子どもやその親、地域の人達のストーリーを、安
田菜津紀の写真とともに紹介する。多様性の社会を生き抜くヒントが満載。

375 KI 嫌いな教科を好きになる方法、教えてください!
河出書房新社 編　新井
リオ [ほか]著

河出書房新社
中学校で習う5教科+実技教科。この中に嫌いな教科はありますか? 学者や研
究者、アーティストらが、それらの教科をなぜ学ぶのか、楽しみ方・学び方のコ
ツ、知られざる世界の面白い話などを語ります。

376.8 HA 歯学部　中高生のための学部選びガイド 橋口 佐紀子 著 ぺりかん社
歯学部をめざす人のための学部案内。歯学部で学ぶことやキャンパスライフ、
資格取得や卒業後の就職先などを、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。

376.8 OT 人間科学部　中高生のための学部選びガイド 大岳 美帆 著 ぺりかん社
人間科学部をめざす人のための学部案内。人間科学部で学ぶことやキャンパ
スライフ、資格取得や卒業後の就職先などを、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。

376.8 SU
大学受験がしんどくなったときの息抜きのヒン
ト

砂川 信哉 KADOKAWA
効率的な受験勉強のやり方、進路選択、親や友だちとの付き合い方…。沖縄
出身・浪人を経て東京大学理科Ⅰ類に合格した著者が、受験生の悩みを解決
する魂を込めた34のヒントを示す。

399.2 SO 孫子　新訂
孫子 [著]　金谷 治 訳
注

岩波書店

『孫子』13篇は，中国最古のすぐれた兵書である．しかし，そこに記された戦
略・戦術の論議における深遠な洞察は，ひろく人生全般の問題に適用しうるも
のである．新出土の竹簡資料との照合も経て，またさらに読みやすくなった新
訂版．原文と読み下し文と現代語訳に平易な注を加え，巻末には重要語句索
引を付してある．

430.7 HO 化学技術者・研究者になるには 堀川 晃菜 著 ぺりかん社
環境に配慮し、新技術の開発に取り組む化学技術者・研究者。メーカーの技術
開発の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。

445.3 SL 火星は…
スザンヌ・スレード 文
千葉 茂樹 訳　三河内
岳 監修

あすなろ書房
そびえたつ台地、きりたつ崖、火山の噴火…。火星探査ロケットが撮影した、息
をのむような火星の姿。地球のとなりにある赤い星「火星」の知られざる表情を
とらえた迫力の写真絵本。

451.8 ZU 図解でわかる14歳から知る気候変動
インフォビジュアル研究
所 著

太田出版
国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」のひとつに掲げられている気候変動。気
候とはどんなものなのか。それがいま、どう変わりつつあるのか。人類にできる
ことは何なのか。豊富なカラー図版とともにわかりやすく解説する。

491.1 KA からだの地図帳　新版 佐藤 達夫 監修 講談社
リアルで精密なイラストの人体カラーアトラス。解剖学のエッセンスや基本用語
をわかりやすく解説するほか、豊富な図表・写真で、からだの構造だけでなく、
はたらきや病気まで詳説する。

493.1 MA 大人になる前に知る老いと死 前沢 政次 著 ぺりかん社
お年寄りと接した時、身近な人の死に直面した時、何を感じ、何を思いますか?
やがて訪れる「老い」や「死」と向き合い、考えることの大切さを伝える。「大人
になる前に知る命のこと」「大人になる前に知る性のこと」続編。

510.9 MI 土木技術者になるには 三上 美絵 著 ぺりかん社
インフラ整備を通じて、人びとの生活を守り、豊かにする土木技術者。第一線
で活躍する人たちの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。

519 ZU 図解でわかる14歳からの水と環境問題
インフォビジュアル研究
所 著

太田出版
SDGsの大切な課題である、人類から切り離せない「水」。平等ではない世界の
水配分、人と水の歴史、水危機の現実と原因…。「水戦争の未来」を避けるた
めの、基本知識と最新情報を豊富なカラー図版とともに解説する。

590.4 TS ときをためる暮らし　ききがたり

つばた 英子 著　つば
た しゅういち 著　水野
恵美子 聞き手　落合
由利子 撮影

文藝春秋
野菜も人もとにかく「見守る」、身近なものを役立てる…。ふたり合わせて、171
歳の青春。だんだん美しくなる人生を設計するのは、夢ではありません。小さな
キッチンガーデンから、次世代に届けるやさしいメッセージ。

611.7 OR 農業者になるには 大浦 佳代 著 ぺりかん社
社会の多様化につれて、農業も農業者の生き方も多様化している。さまざまな
スタイルで働く8組の農業者の姿を紹介し、農業の歴史や基本技術から就農の
実際までを解説する。「なるにはフローチャート」も掲載。

645.6 SU
それでも命を買いますか?　ペットビジネスの
闇を支えるのは誰だ

杉本 彩 著 ワニブックス(発売)
悪徳ブリーダー、ペットオークション…。動物たちをめぐる日本の悲惨な現実は
一向に好転の兆しを見せません。動物環境・福祉協会Evaの理事長でもある女
優・杉本彩が、問題だらけの現状と、現在の取り組みを綴ります。

645.6 SU
動物たちの悲鳴が聞こえる　それでも命を買
いますか? 続

杉本 彩 著 ワニブックス(発売)
動物愛護法改正で動物虐待が厳罰化。しかし問題は山積み…。動物環境・福
祉協会Evaの理事長を務める著者が、Evaの歩みのなかから浮かび上がってき
た動物たちをめぐる、いまだ終わらない過酷な状況を伝える。

726.1 AR
アンサングシンデレラ　病院薬剤師葵みどり
1

荒井 ママレ 著　富野
浩充 医療原案

コアミックス
総合病院の薬剤師として働く、葵みどり・26歳。医師のように頼られず、看護師
のように親しまれなくても、今日も彼女は患者の「当たり前の毎日」を守るた
め、院内を駆け回る!! 称賛されなくてもあなたを支える医療ドラマ!!

726.1 AR
アンサングシンデレラ　病院薬剤師葵みどり
2

荒井 ママレ 著　富野
浩充 医療原案

コアミックス
薬剤師にしか守れない“命”がある――。医師からの不要な薬剤の処方、薬局
薬剤師の医療過誤、プライドの高い患者のケア……。全国の薬剤師も太鼓
判！ 今最もリアルな医療の現場を描く、薬剤師たちの奮闘記！

726.1 AR
アンサングシンデレラ　病院薬剤師葵みどり
3

荒井 ママレ 著　富野
浩充 医療原案

コアミックス

泣けるほどの仕事、したことありますか？みどりが小児病棟で担当した、拒食
症の少女・樹里。拒食症の原因が、樹里の祖父が患った末期がんにまつわる
家族の問題だと知ったみどりは、解決しようとがん治療の場に足を踏み入れる
のだが……。インフルエンザ編も収録した、薬剤師たちの奮闘の記録、第3
巻！

726.1 AR
アンサングシンデレラ　病院薬剤師葵みどり
4

荒井 ママレ 著　富野
浩充 医療原案

コアミックス
オーバードーズで搬送されてきた患者。病床を埋めるために、長引く入院。「治
る」とは何なのか、「薬剤師」の働く役割とは。「生理痛」、「在宅医療」も描いた
最新第4巻！
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726.1 AR
アンサングシンデレラ　病院薬剤師葵みどり
5

荒井 ママレ 著　富野
浩充 医療原案

コアミックス

大学同期の結婚を祝うため女子会に参加した、みどり。そこには、自分とは違
い、将来について展望を持つ友人たちの姿があった。「どんな薬剤師になりた
いのか」思い悩む、みどりの前に、夢に邁進する少女が現れる――。今、最も
心が震える、薬剤師達の活躍!!

726.1 AR
アンサングシンデレラ　病院薬剤師葵みどり
6

荒井 ママレ 著　富野
浩充 医療原案

コアミックス

葵みどりが担当する小児科病棟に入院してきた女児。少女は母親の意向によ
り、予防接種を受けていない患児であった。治療方針にも母親は異を唱え、早
期退院を申し出る。そんな中、患児に水ぼうそうの兆候が出てしまい…。産婦
人科篇、予防接種篇を収録。

726.1 AR
アンサングシンデレラ　病院薬剤師葵みどり
7

荒井 ママレ 著　富野
浩充 医療原案

コアミックス
ドラッグストアに勤める小野塚の元に訪れる、総合感冒薬を大量に買い込む
客。ドラッグストアが抱える医療従事者としての板挟みとは？そして、萬津総合
病院薬剤部の頼れる男・瀬野の新人時代が明らかになる――。

726.1 AR
アンサングシンデレラ　病院薬剤師葵みどり
8

荒井 ママレ 著　富野
浩充 医療原案

コアミックス

学校薬剤師の手伝いで小学校に訪問した、葵みどり。その際、偶然にも鼻血
が止まらない男子児童と出くわす。彼の父親に受診を薦め、検査入院が始まる
ものの、児童の病状は改善が見られないまま…。疑問を持ったみどりの眼は、
彼の父親へと向けられる――。

726.1 KI 「鬼滅の刃」で心理分析できる本 清田 予紀 著 三笠書房
炭治郎のトレードマーク、「緑と黒の市松模様の羽織」や「耳飾り」が発信して
いるメッセージとは? 我妻善逸に女性が惹かれてしまう理由は? 多くの人の心
をとらえる類稀な作品「鬼滅の刃」を、心理学的視点で考察する。

762.3 HE
くよくよしない力　The Power Word by Fuzjko
Hemming

フジコ・ヘミング 著 秀和システム
完璧な人間なんていない。人はみんなどこか弱くて、人はみんなどこか自信が
ない-。数々の苦難を乗り越えてきた奇跡のピアニストが、力強い言葉でつづっ
た勇気づけのエッセイ。

771.7 YA 声優になるには　改訂版 山本 健翔 著 ぺりかん社
テレビ、ラジオ、インターネット、ゲームなど、聴こえてくる声の多くを担う声優。
とりまく環境、求められる能力、生活と収入、<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」、ブックガイドも掲載。

777.1 JU 14歳からの文楽のすゝめ 竹本 織太夫 監修 実業之日本社
江戸時代から現在まで、多くの人を惹きつけてやまない人形浄瑠璃文楽。その
基礎知識や、文楽の舞台ができるまでの裏側を解説。さらに、文楽の名作とと
もに、思春期の悩みを解決するヒントを紹介する。

780.1 UC
スポーツ選手のためのアドラー心理学　ス
ポーツ心理学のフロンティア

内田 若希 著 大修館書店
アドラー心理学とスポーツ心理学のエッセンスを融合させながら、選手の強み
としての特性を引き出し、より良い競技生活を送る方法と、選手の人間的成長
を促す勇気づけのあり方を提示する。

780.7 NI
No.1メンタルトレーニング　BRAIN&MENTAL
TRAINING　本番で最高の力を発揮する最強
の自分をつくる

西田 文郎 著 現代書林
従来の心理テクニックによるアプローチと違い、感情にまで働きかける「ブレイ
ン&メンタルトレーニング」を紹介。スペースに書き込みながら読み進めるだけ
で、メンタルトレーニングの基礎ができ上がるように構成。

783.7 TO
統計学が見つけた野球の真理　最先端のセイ
バーメトリクスが明らかにしたもの

鳥越 規央 著 講談社
貧乏球団が下剋上を果たす夢を実現した原動力が、統計学的手法で選手を
評価するセイバーメトリクスである。戦術面にも大きな影響を与えた「革命」に
よって見えてきた、野球というゲームの本質を解説する。

783.7 NO なぜか結果を出す人の理由 野村 克也 著 集英社
正しい努力と、まちがった努力の違いとは? 智将・野村克也が、野球のみなら
ず様々な分野において、がんばっているつもりなのに結果を出せず悩みを抱え
る人々に、結果を出すための極意を語る。

783.7 OT 大谷翔平二刀流の軌跡
ジェイ・パリス 著　関 麻
衣子 訳

辰巳出版
二刀流のスーパールーキー、大谷翔平。アメリカの一流記者が徹底取材で、メ
ジャーリーグ挑戦1年目の努力と栄光を描く。ほか、大谷がどのような環境で育
ち、どんな過程を経て、類まれな選手となっていったのかも記す。

913.6 AS 俺ではない炎上 浅倉 秋成 著 双葉社
ある日突然、SNSで「女子大生殺害犯」に仕立てられた住宅会社営業部長の
泰介。ほんの数時間にして日本中の人間が敵となり、必死の逃亡を続ける泰
介が辿り着いた驚くべき真相とは…。書き下ろしミステリー。

913.6 EK きらきらひかる　改版 江國 香織 著 新潮社
笑子はアル中、睦月はホモで恋人あり。そんな2人は全てを許し合って結婚し
た、筈だったのだが…。セックスレスの奇妙な夫婦関係から浮かび上る誠実、
友情、そして恋愛とは? 純度100%の恋愛小説。

913.6 HA ピースメーカー天海 波多野 聖 [著] 幻冬舎
僧侶でありながら家康の参謀として活躍した天海。時に信仰心をも利用して
人々を掌握し、江戸幕府への権力の集中に暗躍する。男の野望はただひと
つ。乱世を終え、天下泰平の世を創ることだった…。

913.6 IN 額田女王　改版 井上 靖 著 新潮社

大化改新後の激動する時代、万葉随一の才媛で“紫草(むらさき)のにほへる妹
(いも)"とうたわれた額田女王をめぐる大ロマン。朝鮮半島への出兵、蝦夷征
伐、壬申の乱……と古代国家形成のエネルギーがくろぐろと渦巻く中で、天智・
天武両天皇から愛され、恋と動乱の渦中に生きた美しき宮廷歌人の劇的で華
やかな生涯を、著者独自の史眼で綴り、古代人の心を探った詩情ゆたかな歴
史小説。

913.6 KA 蛍と月の真ん中で 河邉 徹 著 ポプラ社
カメラマンを目指す大学生、匠海。かつて父が蛍を撮影した長野県辰野町を訪
れた彼を出迎えてくれたのは、父が愛した美しい景色と、様々な事情を持つ人
びとで…。若者たちの葛藤と確かな一歩を描いたみずみずしい青春小説。

913.6 KU Schoolgirl 九段理江 著 文藝春秋
「小説なんて現実世界の敵」と断じる社会派YouTuberの14歳の娘。そんな彼
女の最新投稿は、なぜか太宰治の「女生徒」について-? 166回芥川賞候補作
となった『文學界』掲載の表題作ほか、「悪い音楽」を収録。

913.6 KU 夜に星を放つ 窪 美澄 文藝春秋
もう何も失いたくない。でもまた人と関わりたいと思った-。「真夜中のアボカド」
「銀紙色のアンタレス」など、心の揺らぎが輝きを放つ全5編を収録した短編
集。『オール讀物』掲載を書籍化。

913.6 MA ウェルカム・ホーム! 丸山 正樹 著 幻冬舎
拒食状態の登志子さんが一度だけきちんと食べたのはなぜ? 口に麻痺のある
當間さんが言う「アアイオウエ」とは? 謎が解けるたび、新米介護士・康介は、
この仕事の面白さに少しだけ目覚め…。『小説すばる』掲載を加筆修正。

913.6 MA Fができない 升井 純子 作 文研出版
直大にとって中学のスタートは大きな壁。そんな彼に「Fができるようになった
ら、教えてやるよ」と7歳年上の兄がギターをくれた。ギターコードを覚え始める
と、クラスのカイトが「バンドできんじゃない」と言いだして…。

913.6 NA 泣くな研修医 中山 祐次郎 [著] 幻冬舎
新米医師の毎日は、何もできず何もわからず、先輩医師や上司からただ怒ら
れるばかり。だが患者さんは、待ったなしで押し寄せ…。新米医師の葛藤と成
長を、現役外科医が圧倒的リアリティで描く医療ドラマ。

913.6 ON 来福の家 温 又柔 著 白水社
台湾生まれ、日本育ちの楊縁珠は、三つの言語が交錯する家族の遍歴を辿
り、自分を見つめ直すが-。表題作のほか、すばる文学賞佳作受賞のデビュー
作「好去好来歌」を収録。

913.6 SH 夏が破れる 新庄 耕 著 小学館
いじめをきっかけに不登校となっていた中学生の進は、親の勧めで夏の2ケ月
を沖縄の離島で過ごすことになる。大人たちの恐ろしい素顔を目の当たりにし
た進は、命がけの脱走を図るが…。『WEBきらら』連載に加筆・改稿。

913.6 TA おいしいごはんが食べられますように 高瀬 隼子 講談社
職場でそこそこうまくやっている二谷、皆が守りたくなるような存在で料理上手
な芦川、仕事ができてがんばり屋の押尾。心をざわつかせる、仕事+食べもの+
恋愛小説。『群像』掲載を単行本化。

913.6 TA 黄色い夏の日
高楼 方子 著　木村 彩
子 画

福音館書店
中学生になって入った美術部で、建物を描くという課題がだされた景介。主の
老女に招き入れられ、古めかしい洋館に足を踏み入れた景介は、可憐な少女
に出会う。ゆりあと名乗ったその少女に景介は心引かれていくのだが…。

913.6 TO 博物館の少女　怪異研究事始め 富安 陽子 著 偕成社
明治16年、文明開化の東京にやってきた、大阪の古物商の娘・花岡イカルは、
上野の博物館の古蔵で怪異の研究をしている老人の手伝いをすることにな
る。博物館を舞台に、謎が謎を呼ぶ事件を描くミステリアスな長篇。

913.6 YO 漂流　改版 吉村 昭 著 新潮社

江戸・天明年間、シケに遭って黒潮に乗ってしまった男たちは、不気味な沈黙
をたもつ絶海の火山島に漂着した。水も湧かず、生活の手段とてない無人の
島で、仲間の男たちは次次と倒れて行ったが、土佐の船乗り長平はただひとり
生き残って、12年に及ぶ苦闘の末、ついに生還する。その生存の秘密と、壮絶
な生きざまを巨細に描いて圧倒的感動を呼ぶ、長編ドキュメンタリー小説。

914.6 ON 「国語」から旅立って 温 又柔 著 新曜社
母国語とアイデンティティ、歴史と境界線…。台湾生まれで「中国語がへたく
そ」な日本語作家が、ことばを知り、文字を読み、文章を書く個人的な日々を綴
る。

933.7 BE パラゴンとレインボーマシン
ジラ・ベセル 作　三辺
律子 訳

小学館
生まれつき色を識別できない少年オーデンは、庭の物置の下で見つけた人工
知能ロボット・パラゴンとともに、おじが作ったレインボーマシンの謎に迫る。戦
争が起きている近未来を舞台にしたSFファンタジー。

933.7 DA
ぼくたちのスープ運動　小さな思いやりが世界
を変える!

ベン・デイヴィス 作　渋
谷 弘子 訳

評論社
ジョーダンが、ママが持たせてくれた温かいスープをホームレスの人にあげた
ことから広がっていった「スープ運動」。やがてジョーダンは、小児病棟で出会っ
た少女との「大切な約束」が自分の行動の芯にあることに気づき…。

949.3 AE 青いつばさ
シェフ・アールツ 作　長
山 さき 訳

徳間書店
16歳のヤードランと11歳のジョシュは、仲よしの兄弟。ジョシュは、知的しょうが
いがある兄を幼いころから守ってきました。しかしある日、ヤードランがジョシュ
に大ケガをさせてしまい、兄弟は引き離されそうになって…。


