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150 SE 正解のない問題集 池上 彰 監修 Gakken
お金があれば幸せ? 学歴は必要? 人によって「正解」が異なるであろう、家族・学
校・社会をめぐる30の問題を収録。自分の頭で考えて、自分なりの「正解」を出し
てみよう。自分の意見を書き込む欄あり。

164.3 SH 世界の見方が変わるギリシア・ローマ神話 庄子 大亮 著 河出書房新社
ギリシア・ローマ神話のイメージは地名、企業名、商品名、人名、アニメやゲーム
に姿を変え、生活の中にあふれている。3000年の時を経て受け継がれる魅力と
は何か。基本事項をなぞりながら、現代に息づく神話を徹底解説。

210.1 MO もういちど読みとおす山川新日本史　上
大津 透 著　久留島 典
子 著　藤田 覚 著　伊
藤 之雄 著

山川出版社
高校の教科書「新日本史(改訂版)」をベースに日本史の全体像をわかりやすく叙
述した、誰にでも読みやすい通史。各時代の理解の手助けとなるコラムも掲載。
上は旧石器?18世紀を収録。

210.1 MO もういちど読みとおす山川新日本史　下
大津 透 著　久留島 典
子 著　藤田 覚 著　伊
藤 之雄 著

山川出版社
高校の教科書「新日本史(改訂版)」をベースに日本史の全体像をわかりやすく叙
述した、誰にでも読みやすい通史。各時代の理解の手助けとなるコラムも掲載。
下は18世紀?21世紀を収録。

291.09 IN 伊能忠敬の古地図を歩く　江戸東京編
河出書房新社編集部
編

河出書房新社
伊能忠敬の測量隊が歩いた道を、彼らの作った地図を見ながらたどるガイドブッ
ク。江戸東京編は、忠敬に縁のある土地を含めた、関東近郊日帰り19コースを
紹介する。データ:2022年2月現在。

302.1 HI
18歳から100歳までの日本の未来を考える17
のキーワード

樋口 裕一 著 学研プラス
国際情勢、経済、AI、教育、ジェンダー、少子高齢化、環境問題、グローバル化、
メディア、民主主義…。現代社会で問題になっていることを網羅的に取り上げ、
客観的にわかりやすく解説する。

304 OM 日本の論点　2023?24 大前 研一 著 プレジデント社
自民党と旧統一教会の長い蜜月関係、原発再稼働の絶対条件、米軍撤退から1
年後のタリバン統治と中国の思惑…。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。

304 TA バカと無知 橘 玲 著 新潮社
正義のウラに潜む快感、善意の名を借りた他人へのマウンティング、差別、偏
見、記憶…。科学的知見から「きれいごと社会」の残酷すぎる真実を解き明か
す。『週刊新潮』連載に付論2編を加えて新書化。

316.8 SE
止めたい!人種差別　1　アジア人差別が起こし
た銃撃事件ほか

関橋 眞理 編著　川島
正樹 監修

汐文社
人々を傷つけ、苦しめる人種差別の中から身近なもの、学校の授業に関わるも
のを中心に取り上げ、差別の実情や歴史とともに解説する。1は、新型コロナウ
イルス感染症に関連するアジア人差別などを収録。

316.8 SE
止めたい!人種差別　2　「黒人の命も大切だ」
ブラック・ライブズ・マター運動ほか

関橋 眞理 編著　川島
正樹 監修

汐文社
人々を傷つけ、苦しめる人種差別の中から身近なもの、学校の授業に関わるも
のを中心に取り上げ、差別の実情や歴史とともに解説する。2は、黒人差別、先
住民に対する差別など、アメリカの人種差別を収録。

316.8 SE
止めたい!人種差別　3　「ガイジン」って呼ばな
いで!ほか

関橋 眞理 編著　梁 英
聖 監修

汐文社
人々を傷つけ、苦しめる人種差別の中から身近なもの、学校の授業に関わるも
のを中心に取り上げ、差別の実情や歴史とともに解説する。3は、外国から来た
人たちへの差別など、日本の人種差別を収録。

330.5 KE
経済財政白書　令和4年版　人への投資を原
動力とする成長と分配の好循環実現へ

内閣府 編集
全国官報販売協同組
合(発売)

今後の経済動向の判断や、新たな政策の企画・立案に役立つよう、日本の経済
と財政を総合的に分析する白書の縮刷版。令和4年版では、経済財政の動向と
課題、労働力の確保・質の向上に向けた課題等を論じる。

350.9 SE 世界国勢図会　2022/23 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　2023 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　2022/23 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。

361.4 NA 人は聞き方が9割 永松 茂久 著 すばる舎
聞き方をちょっと変えるだけで、仕事もプライベートも大きく好転する。なぜ「聞く
人」はうまくいくのかを解説し、人に好かれる人の聞き方、嫌われない聞き方など
を紹介する。好かれる会話ができるとっておきの秘訣が満載。

367.2 JO
女性白書　2022　コロナ禍を超え、ジェンダー
平等社会の実現を

日本婦人団体連合会
編

ほるぷ出版
「コロナ禍を超え、ジェンダー平等社会の実現を」をテーマに、コロナ禍で可視化
された日本社会の諸問題をジェンダー視点から論じる。社会保障、平和・人権・
民主主義など様々な分野の女性の実態から、現状改善の方向を示す。

369.2 SH 障害者白書　令和4年版 内閣府 編集 勝美印刷(印刷)
障害を理由とする差別の解消の推進、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3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　2022　特集オンラインで変わる子
ども世界

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、地域社会・まちなど、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「オン
ラインで変わる子ども世界」等も掲載。子ども生活関連年表付き。

386.9 TO 日本人が知らない世界の祝祭日事典 斗鬼 正一 著 淡交社
時間の裂け目をやり過ごすインドネシアのニュピ、いつの世も猫には幸せでいて
ほしいベルギーの猫祭り…。文化人類学者が、日本人の知らない世界の祝祭日
と、その国・地域の文化や歴史、価値観などを紹介する。

388.1 HI ひどい民話を語る会
京極 夏彦 著　多田 克
己 著　村上 健司 著
黒 史郎 著

KADOKAWA
なぜ「桃太郎」のお婆さんは川へ洗濯に行ったのか? メジャーな昔話の陰には
数々の「ひどい民話」が埋もれている。民話と妖怪を愛好する面々が、知られざ
る民話の世界を語る。イベント「ひどい民話を語る会」等を基に書籍化。

388.1 KU 桃太郎は嫁探しに行ったのか? 倉持 よつば 著 新日本出版社
お姫様を連れ帰ってきている昔話「桃太郎」はあるのか。地域によって桃太郎の
お話は違うのか。日本各地の伝承昔話を読み比べ、一般に知られた桃太郎を新
たな視点で読み解く。

403.6 KO 理科年表　第96冊(令和5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。天体観測に便利な「ユリウス日」について解説し、電子捕獲
型の超新星2018zdを追加するなど、精度の高い情報を提供する。

2023年　　1月　新着図書　

請求記号



407 SA 世界を変えた実験と研究 齋藤 勝裕 著 技術評論社
人類は歴史上で直面してきた多くの課題を科学で解決しようと試みてきた。錬金
術から最新の科学まで、失敗と成功を繰り返してきた科学の歴史を紐解き、多
彩な実験と研究から生まれた成果とその原理をやさしく解説する。

410 WE 世界一ひらめく!算数&数学の大図鑑
アンナ・ウェルトマン 文
ポール・ボストン 絵　小
林 玲子 訳

河出書房新社
本当に必要なのは、おもしろがる力! 算数&数学の世界のすごい発明や残念な
失敗、おもしろアイデアをイラストとともにわかりやすく紹介。「なんでそうやって
考える?」が自然に身に付き、ゼロから考え始める力が育つ図鑑。

420 NI
東大の先生!文系の私に超わかりやすく物理
を教えてください!

西成 活裕 著　郷 和貴
聞き手

かんき出版
なぜエアコンは室温を変えられるのか。なぜギターはいろんな音を奏でられるの
か。ラジオが聞こえる仕組みとは-。物理の基礎を、日常生活に関連づけて、会
話形式でわかりやすく解説する。

440.4 NO 夜、寝る前に読みたい宇宙の話 野田 祥代 著 草思社
なぜ私たちは、時速10万キロでひた走る、小さな岩の惑星に生まれてきたのか?
空気と生命、月の意外な生い立ち、地球と人の未来、銀河系への旅…。科学に
軸を置きつつ、できるだけやさしく「宇宙からの視点」をつづる。

451 KA 教養としての気象と天気 金子 大輔 著 WAVE出版
「雨か雪」と「雪か雨」は違う? これから流行りそうな気象用語って? 気象・天気が
わかれば武器になる! すぐに使える基礎知識から、気象データとビジネスの可能
性まで、さまざまな話題を豊富な図版とともに紹介する。

451.8 SU はじめての脱炭素 すなだ ゆか 作・絵 小峰書店
地球温暖化対策に必須の「脱炭素」。二酸化炭素排出量をできるかぎりおさえた
「脱炭素社会」の実現に向けて、何が必要なのかを、2ページ1テーマで紹介。一
目で理解できる楽しいイラストでわかりやすく解説します。

480 RO Hidden Planet
ベン・ロザリー 作　菅野
楽章 訳　今福 道夫 監
修

化学同人
カッコウの秘密、滑空するモモンガ、うねる波のようなシマウマの群れ…。“イラ
ストレーターの皮をかぶった動物学者”ことベン・ロザリーが、地球にすむ生き物
たちの神秘と美しさ、自然の多様性を、緻密な筆致で描く。

481.1 HO 生きもの毛事典
保谷 彰彦 文　川崎 悟
司 イラスト

文一総合出版
ヒトから単細胞生物まで、さまざまな生きものたちの命を支える「毛」。断熱する、
身を守る、感じとる、移動するなど、大切な役割を果たしている「毛」にかくされた
ヒミツを、イラストとともに紹介する。

486.6 TA タマムシハンドブック
福富 宏和 文　山田 航
文　瑤寺 裕 文　尾園
暁 写真

文一総合出版
森の宝石と称される美しい色模様が特徴の日本産タマムシ131種を、深度合成
による標本写真で紹介する識別図鑑。見わけるポイント、分布、見られる時期、
生態、発見難易度を掲載する。タマムシの生活史やコラムなども収録。

492.9 KA
看護白書　令和4年版　訪問看護のさらなる推
進　多機能化/人材育成・活用/サービスの質
向上　制度化30年

日本看護協会 編 日本看護協会出版会
訪問看護総合支援センターや看護小規模多機能型居宅介護の実践、訪問看護
人材育成・確保やマネジメントを紹介。また、新型コロナウイルス感染症対応を
めぐる訪問看護師の活動など、特色ある取り組みも取り上げる。

493.1 KO 高齢者を知ろう! 平松 類 監修 PHP研究所
無口になる、昔の自慢話ばかりする、赤信号でわたる、ひがみっぽい…。高齢者
の誤解されやすい行動は、老化にともなう脳と体の変化が大きな原因。高齢者
の「なぜ?」をわかりやすく説明し、うまく会話をする方法を紹介する。

498.1 KO
厚生労働白書　令和4年版　社会保障を支え
る人材の確保

厚生労働省 編
全国官報販売協同組
合(発売)

現役世代が急減していく人口構造を踏まえ、医療・福祉サービスの提供の在り
方、人材確保に関する今後の対応の方向性を検討。また、令和3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。

501.8 KA 不便益のススメ 川上 浩司 著 岩波書店
かすれていくナビなど、効率化や自動化の逆にあたる「不便益」の発想から生ま
れたデザインは、便利追求が見逃してきた、けれど本当は大切な視点を内包し
ている。そんな新しい思想・指針を具体的なデザイン・モノを通して紹介。

519.05 KA

環境白書 循環型社会白書/生物多様性白書
令和4年版　グリーン社会の実現に向けて変
える私たちの地域とライフスタイル　私たちの
変革から起こす脱炭素ドミノ

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室 編
集　環境省自然環境局自然環
境計画課生物多様性戦略推進
室 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。
令和3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4年度の環境の保全等に関する施策を報告する。

519.4 HO 海洋プラスチック 保坂 直紀 [著] KADOKAWA
マイバッグは本当に意味があるのか-。プラスチックごみによる海洋汚染や生き
物の被害が世界中で報告されるなか、問題を追い続けるサイエンスライターが、
永遠のごみの現状を報告し、ごみとの向き合い方を提示する。

559.02 AN 戦争と科学者 安斎 育郎 著 かもがわ出版
ノーベル、アインシュタイン…彼らは軍事研究とどう関わったのか。9人の科学者
たちが戦争の非人道性との関わりをどう正当化したのかを論じる。爆発物、航空
機、細菌兵器、原水爆など、科学・技術と戦争の関わりも概説する。

594 OL スキル0でも一目でわかるソーイング大全 オルソン恵子 著 KADOKAWA
手縫いのいろいろな縫い方、ミシンの縫い方、ボタンや面ファスナーのつけ方な
ど、ソーイングの基本のテクニックをひとつずつ丁寧に写真つきで解説します。
かわいい小物の作り方も紹介。

726.1 SU コウノドリ　新型コロナウイルス編 鈴ノ木 ユウ 著 講談社
2020年から始まったコロナ禍。社会を覆った不安は、新しい命が誕生する現場
にも大きな影を落とす――。感染症という見えない恐怖に苦悩しながら、出産と
向き合う医療従事者・妊婦・家族、そして赤ちゃんが紡ぐ、新たな命の物語！

726.6 BL プラスチックのうみ

ミシェル・ロード 作
ジュリア・ブラットマン
絵　川上 拓土 訳　磯辺
篤彦 監修

小学館
人間が出したプラスチックごみ。それは、どのように海を汚し、海に暮らす生き物
に影響を及ぼしているのか。きれいな海を取り戻すにはどうしたらいいのか。美
しいイラストとともに、わかりやすい言葉で伝える。

726.9 MU 村上保きりがみ作品集 村上 保 著 銀の鈴社
昭和の香りに満ちた懐かしい情景の数々…。村上保のきりがみ作品より、レコー
ドやCD、雑誌、新聞に掲載された作品など116点を厳選して収載。多岐にわたる
きりがみ作品の世界を楽しめる作品集。

783.4 NI サッカー 西田 勝彦 著
ベースボール・マガジン
社

サッカーの競技力向上を目的とした、個人で行える練習メニューを紹介。各メ
ニューごとに目的や効果、進め方、ポイントなどを連続写真や図版とともに掲載
する。動画が視聴できるQRコード付き。

811.5 OK 「いろは」の十九世紀 岡田 一祐 著 平凡社
寺子屋が全国で広まった時代から、近代小学教育が確立するまで、文字教育は
「いろは」が中心だった。19世紀の子供たちがどのように文字を学び、欧米人の
日本学者たちがどのように日本語の文字を教えていたのかを追う。

814.7 ZU <図解>まるわかり時事用語　2023→2024年版
ニュース・リテラシー研
究所 編著

新星出版社
日々のニュースに出てくる新しい言葉や重要なトピックを、スペシャル、国際、政
治、経済、社会、環境・健康、情報・科学、文化・スポーツの8ジャンルに分類し、
見開き2ページ、豊富なイラストでわかりやすく解説する。



816 BU 文章読本
吉行淳之介 選、日本ペ
ンクラブ 編

中央公論新社

文章の上達法 谷崎潤一郎 著、谷崎潤一郎の文章 伊藤整 著、僕の文章道 萩
原朔太郎 著、作文の話 萩原朔太郎 著、詩人は散文を書け 萩原朔太郎 著、
「が」「そして」「しかし」 井伏鱒二 著、文章を書くコツ 宇野千代 著、自分の文章
中野重治 著、わたしの文章作法 佐多稲子 著、センテンスの長短 川端康成
著、質疑応答 三島由紀夫 著、口語文の改革 中村真一郎 著、文章を書くこと
野間宏 著、削ることが文章をつくる 島尾敏雄 著、わが精神の姿勢 小島信夫
著、感じたままに書く 安岡章太郎 著、自分の文章を語るのは自分の顔について
語るようなものだ 安岡章太郎 著、文体について 安岡章太郎 著、「文章」と「文
体」 吉行淳之介 著、小説家と日本語 丸谷才一 著、なじかは知らねど長々し 野
坂昭如 著、緊密で清潔な表現に 古井由吉 著、詩を殺すということ 澁澤龍彦
著、言葉と《文体》 金井美恵子 著、『文章読本』についての閑談 丸谷才一、 吉
行淳之介 述

816 MI 文章読本 三島由紀夫 著 中央公論新社
森鴎外、川端康成、ゲーテ、バルザックなど古今東西の豊富な実例を挙げ、あら
ゆる様式の文章・技巧の面白さ美しさを、該博な知識と実作の経験から解明。小
説を深く味わう精読者へと導く名著。索引を付して文庫化。

911.3 KA 角川俳句大歳時記　新年

茨木 和生編集委員，宇多 喜代
子編集委員，片山 由美子編集
委員，高野 ムツオ編集委員，長
谷川 櫂編集委員，堀切 実編集
委員，角川書店編

KADOKAWA
季語・傍題合わせて1万8千語以上、近年の秀句も含めた例句5万句超を収録し
た大歳時記。新年の巻は、新年に関する季語を、平明な解説、季語の成立・変
遷の過程を明らかにした考証、例句とともに掲載する。

913.6 AR 此の世の果ての殺人 荒木 あかね 著 講談社
小惑星「テロス」が日本に衝突することが発表され世界は大混乱に陥るが、小春
は、夢を叶えるため淡々と自動車の教習を受け続けている。年末、ある教習車
のトランクで女性の死体を発見し、元刑事の教官と謎解きを始め…。

913.6 IC 光のとこにいてね 一穂 ミチ 著 文藝春秋
古びた団地の片隅で出会った結珠と果遠。ふたりは何もかもが違った。着るもの
も食べる物も住む世界も-。ひとつの愛に惑うふたりの四半世紀の物語。『別冊
文藝春秋』連載を書籍化。

913.6 KI よくがんばりました。 喜多川 泰 著 サンマーク出版
だんじりが駆けめぐる祭りの夜。決して交わることのなかった父と息子に奇跡が
おとずれ…。今日もできる限りいい一日にしようと人生を必至で生きている人た
ちへ送る、心の再生物語。

913.6 KI 給食アンサンブル　2
如月 かずさ 作　五十
嵐 大介 絵

光村図書出版
部活を辞めたことを引きずる慎吾、長い片想いを続ける千秋…。それぞれに迷
いや悩みを抱えた中学2年生6人の胸にひそむほんとうの気持ちを、給食が教え
てくれる。あたたかな音色を奏でるアンサンブルストーリー。

913.6 MA ラーゲリより愛を込めて
辺見 じゅん 原作　林
民夫 映画脚本　[前川
奈緒 ノベライズ]

文藝春秋
戦後のシベリア強制収容所で過酷な日々を過ごしながらも、家族や仲間を想
い、生きる希望を持ち続けた山本幡男の生涯と夫婦愛を描く。辺見じゅん著「収
容所から来た遺書」を原作とした映画のノベライズ。

913.6 NA 特殊清掃人 中山 七里 著 朝日新聞出版
誰もいない部屋にこそ、?のない生きざまが現れる-。特殊清掃業者に日々、押し
寄せる様々な依頼。彼らの仕事をとおして、孤独死した人々が抱えていた事情
が浮かび上がる。『web TRIPPER』連載を大幅に加筆修正。

913.6 OC 鎌倉駅徒歩8分、空室あり 越智 月子 著 幻冬舎
男手一つで育ててくれた父が死んで、鎌倉のカフェを引き継いだ香良。ある日離
婚した親友が押しかけてきて、いつの間にかシェアハウスをはじめることに! 次々
やって来る入居者たちは、みんなちょっとワケありで…。

913.6 OG 君のクイズ 小川 哲 著 朝日新聞出版
クイズ番組の決勝に出場した三島玲央は、対戦相手が問題が読まれぬうちにボ
タンを押し正解し、優勝を果たすという不可解な事態を訝しむ。決勝を1問ずつ振
り返る三島はやがて…。『小説トリッパー』掲載を加筆修正。

913.6 OY 犬小屋アットホーム! 大山 淳子 著 U-NEXT
犬とペアになることが入居に際しての唯一のルールである老人ホーム・ニーシャ
シャン。元ヤクザと元麻薬捜査犬、余命宣告を受けた男と保健所から救われた
マルチーズ…。生きる意味を模索する犬と人の物語。電子書籍を書籍化。

913.6 TA 嘘つきなふたり 武田 綾乃 著 KADOKAWA
19歳の朝日光は、小学校の同級生・長谷川琴葉と偶然再会する。琴葉は当時
の担任を殺したと告白し、そのうえ一緒に逃げてほしいと言う。しかし光は先生を
殺した犯人は琴葉ではないと確信していた。なぜなら-。

913.6 TE カレーの時間 寺地 はるな 著 実業之日本社
ゴミ屋敷のような家で祖父・義景と暮らすことになった孫息子・桐矢。カレーを囲
む時間だけは打ち解ける祖父が、半世紀の間、抱えてきた秘密とは-。終戦後と
現在、ふたつの時代を「カレー」がつなぐ絶品“からうま”長編小説。

913.6 TS レジェンドアニメ! 辻村 深月 著 マガジンハウス
夢と希望。情熱とプライド。愛と敬意-。「ハケンアニメ!」に隠された、心震えるさら
なる物語。2022年5月公開映画のスピンオフ作品集。『anan』『ダ・ヴィンチ』掲載
に書き下ろしを加え単行本化。

913.6 TS 光の領分 津島 佑子 [著] 講談社

夫との別居に始まり、離婚に至る若い女と稚い娘の1年間。寄りつかない夫、男
との性の夢、娘の不調、出会い頭の情事。夫のいない若い女親のゆれ動き、融
け出すような不安を、“短篇連作”という新しい創作上の方法を精妙に駆使し、第
1回野間文芸新人賞を受賞した津島佑子の初期代表作。

913.6 YU 教誨 柚月 裕子 著 小学館
遠縁の死刑囚・響子の身柄引受人に指名された香純と母は、刑の執行後、遺骨
を受け取った。香純は、「約束は守ったよ、褒めて」という響子の最期の言葉の
真意を探り始め…。『STORY BOX』連載を改題、大幅に加筆改稿。

913.6 YU レゾンデートルの誓い 楪 一志 著 KADOKAWA(発売)
安楽死が合法化された未来の日本。かつて自らも安楽死を望んだ人命幇助者
の渚は、生きる辛さや孤独に寄り添い…。人生に希望の光を照らす物語。『カク
ヨム』掲載に書き下ろしを加えて単行本化。「レゾンデートルの祈り」続編。

914.6 MA “正しい”を疑え! 真山 仁 著 岩波書店
不安と不信が蔓延する社会で、何を拠りどころにすればよいのか。社会派ベスト
セラー作家が困難な時代を生きる人々への魂のメッセージを綴る。自分を信じて
自分らしく生きるためのヒントが満載。

916 HE 収容所(ラーゲリ)から来た遺書 辺見 じゅん 著 文芸春秋

敗戦から12年目に遺族が手にした6通の遺書。ソ連軍に捕われ、極寒と飢餓と
重労働のシベリア抑留中に死んだ男のその遺書は、彼を欽慕する仲間達の驚く
べき方法により厳しいソ連監視網をかい潜ったものだった。悪名高き強制収容
所に屈しなかった男達のしたたかな知性と人間性を発掘した労作。

916 IV ウクライナから来た少女ズラータ、16歳の日記
ズラータ・イヴァシコワ
文・絵

世界文化社(発売)
昨日までマンガと小説が大好きな普通の女子高生だったズラータは、母が必死
で工面してくれた16万円をもって戦火が広がる故郷ウクライナからあこがれの日
本を目指し…。日本避難に運命をかけた140日間の少女の日記。

933.7 HO ホロヴィッツホラー
アンソニー・ホロヴィッツ
作　田中 奈津子 訳

講談社
これから話す物語は、おれの全く知らない男の死から始まる-。前人未到の記録
を次々と打ち立てているイギリスの作家、アンソニー・ホロヴィッツによるホラー
短編集。中・高校生を主人公にした9つの短編を収録する。



933.7 MO 世界で一番の贈りもの
マイケル・モーパーゴ
作　マイケル・フォアマ
ン 画　佐藤 見果夢 訳

評論社
1914年、凍てつく西部戦線。1人の兵士が声を上げた。「敵の塹壕に白旗が!」 そ
れが、この後に続く夢のような出来事の幕開けだった…。前線各地で起こった
「クリスマス休戦」の実話に基づいた物語。

936 SM 13番目の贈りもの
ジョアン・フイスト・スミ
ス 著　川田 志津 訳

東洋出版
愛する夫が突然、息を引き取った。悲しみから立ち直れない妻と3人の子供たち
のもとに、クリスマスを控えたある日、ポインセチアが1鉢届く。それから毎日、小
さな贈り物が届き始め…。まるで奇跡のようなほんとうの物語。


