
【心理学】140-ﾀﾞ マンガでわかる最高の

結果を引き出す心理交渉術  

DaiGo 著 ; 蛭田直美 脚本 ; 長谷川梢 

漫画 扶桑社  

メンタリストＤａｉＧｏが初めてマンガ

でそのノウハウを紹介した一冊。５つのス

トーリーで、わかりやすくメンタリストの

交渉術を解説。 

 

【人生訓】159-ｵ 仕事で「結果を出す

人」と「出せない人」の習慣 昇進、会社社

長、ジョブチェンジ、独立起業…次々と結

果を出し続けた理由  

岡村進 著  明日香出版社  

いつも仕事で結果を出す人は、だいたい

決まっているもの。それはなぜか、何が違う

のか？をひも解く。 

 

【伝記】289-ｱ織田信長 435 年目の真実 

明智憲三郎 [著] 幻冬舎  

大うつけ、苛烈で残虐、稀代のカリスマ…

…桶狭間の戦いの勝利は偶然なのか？なぜ、

本能寺で討たれたのか？未だに謎多き男の

頭脳を現存する史料をもとに徹底解明。 

 

【犯罪】368-ﾄ 消された一家  

北九州・連続監禁殺人事件  

豊田正義 著 新潮社  

七人もの人間が次々に殺されながら、一

人の少女が警察に保護されるまで、その事

件は闇の中に沈んでいた―。まさに鬼畜の

所業を為した天才殺人鬼・松永太。人を喰ら

い続けた男の半生と戦慄すべき凶行の全貌

を徹底取材。渾身の犯罪ノンフィクション。 

【913 日本の小説】 

913-ｱ ホテルラフレシアで朝食を 

相坂桃花 [著] アルファポリス  

 ひょんなことから異世界にトリップした

女子高生の安奈。けれど優しい夫婦に拾わ

れ、今は港町の小さなホテル「ラフレシア」

の看板娘アンジェリカとして働いている。

そんなある日町に巨大リゾートホテルがで

き……。 

 

913-ｱ 猫にされた君と私の一か月 

相川悠紀 著 双葉社  

『美女と野獣』のような恋を夢見る女子高

生ひなたは、クラスメイトの塚田くんに絶

賛片想い中。ある日、カラスに襲われていた

子猫を助けるが、その正体は塚田くんの親

友で失踪していた学校一のイケメン・祐星

だった！ 

 

913-ｱ もういちど生まれる  

朝井リョウ 著 幻冬舎  

みんな、恥ずかしいプライドやこみ上げ

る焦りを抱えながら、一歩踏み出そうとし

ている。若者だけが感受できる世界の輝き

に満ちた、爽快な青春小説。 

 

913-ｲ 君に恋をしただけじゃ、何も変わ

らないはずだった  

筏田かつら 著 宝島社  

玲二が最悪な出会い方をした久美子。久

美子に恋する後輩・奈央矢を玲二も応援し

ていたが、行く先々で玲二は久美子と遭遇

し、あらぬ誤解を生んでしまう。さらにはイ

ケメンの医学生も現れて、気持ちが揺れ動

く、青春ラブストーリー。 

913-ｲ 静かの海 その切ない恋心を、月

だけが見ていた 上・下 

筏田かつら 著 宝島社  

内定を取り消され、将来の不安に苛まれ

る大学生・行成と、引っ越してきたばかり

で周りに馴染めずにいる小学生・マサキ。

それぞれの悩みを抱えるふたりは、偶然知

り合い、近所に住む年の離れた友人として

徐々に親交を深めていく。しかし行成が「可

愛らしい男の子」だとばかり思い込んでい

たマサキは、実はれっきとした女の子だっ

た。現実にもがくふたりが紡ぐ、成長と小さ

な恋の物語。 

 

913-ｵ ブラック・ベルベット  

恩田陸 著 双葉社  

東洋と西洋の交差点、Ｔ共和国。外資製薬

会社の凄腕ウイルスハンター・神原恵弥が

訪れた目的は、夢のような鎮痛剤と噂され

る「Ｄ・Ｆ」についてある人物から情報を得

ることと、Ｔ共和国内で消息を絶った女性

科学者を捜索すること。そしてもう一つは、

密かに恋人関係にあった橘浩文と再会する

ことだった。好評シリーズ第三作！ 

 

913-ｵ 二千七百の夏と冬 上・下 

荻原浩 著 双葉社  

ダム工事の現場で、縄文人男性と弥生人

女性の人骨が発見された。二体はしっかり

と手を重ね、互いに向き合った姿であった。

三千年近く前、この男女にいったいどんな

ドラマがあったのか？ 

第５回山田風太郎賞受賞作。 

 

913-ｶ 詐騎士 特別編  

かいとーこ [著] アルファポリス 

サディスト王子との結婚式から半年余り、

新たな命も授かって、幸せいっぱいの人妻

ルゼ。けれどいまだ解決しないのは、脇役達

の恋模様。 

913-ｶ Burn.  

加藤シゲアキ 著 KADOKAWA 

演出家として成功し子どもの誕生を控え

幸せの絶頂にいたレイジは、失っていた２

０年前の記憶を不慮の事故により取り戻す。

幼いレイジは……。少年の成長を通して愛

と家族の本質に迫るエンタメ青春小説！ 

 

913-ｶ スリジエセンター1991 

海堂尊 著 講談社  

世界的天才外科医・天城雪彦。手術を受け

たいなら全財産の半分を差し出せと言い放

ちひんしゅくも買うが、その手技は敵対す

る医師をも魅了する。東城大学医学部で部

下の世良とともにハートセンターの設立を

目指す天城の前に立ちはだかる様々な壁。

医療の「革命」を巡るメディカル・エンター

テインメントの最高峰！ 

 

913-ｸ 小説ミスミソウ  

 黒史郎 著 双葉社  

わたしの家族は焼き殺された―。雪深い

田舎町の中学に転校してきた少女・春花を

待ち受けていた、あまりに切なく残酷な出

来事。そして巻き起こる凄惨な復讐劇…。押

切蓮介の伝説のコミック『ミスミソウ“完全

版”』を、オリジナルエピソードを交えてノ

ベライズ。 

 

913-ｸﾞ 巫女っちゃけん。  

具光然 著 光文社  

父が宮司をする神社で、やりたくもない

巫女のバイトをしている大鳥しわす。「就職

したらやめちゃるけん！」と豪語はするが、

態度も口も悪ければ、常識も礼儀もやる気

もない。そのくせ、うまくいかないのはすべ

て人のせい―そんな、夢も希望もない彼女

の前に、ある日、五歳の悪ガキ・健太が現れ

て…。映画、待望のノベライズ！ 

 

913-ｺ-1  地獄堂霊界通信 1 

香月日輪 著 講談社  

三人悪のてつし、椎名、リョーチンといえ

ば上院町で知らぬ者はないワルガキども。

三人が唯一恐れるのは通称「地獄堂」のおや

じだ。ある日彼らは、幽霊が出ると噂の池の

傍で人骨を発見してしまう。おやじから授

かった不思議な呪札と呪文で、三人悪は異

世界の扉を開くことに。 

 

913-ｺ 六人の赤ずきんは今夜食べられる 

氷桃甘雪 著 小学館 

 猟師として各地を旅する「私」。ある日、訪

れた村で奇妙な警告を受ける。「森には秘薬

を作れる『赤ずきん』が棲んでいる。赤い月

の夜、彼女たちはオオカミの化け物に喰い

殺されるが、決して救おうとしてはならな

い」。少女らと対面した「私」は、警告を無

視して護り抜こうと決意する。だが、そのと

き「私」は知らなかった。その化け物が、想

像を遙かに超えた恐ろしい生き物だという

ことを。そして、少女たちの中に裏切者がい

ることも―。 

  

913-ｻ 海と月の喫茶店  

櫻いいよ 著 小学館  

父親と弟との三人暮らしを始めた女子高

生の香月は、転校先になじめず孤独な毎日。

ある時、隣に座る男子生徒のノートを間違

えて開くと、そこにはたくさんのスイーツ

レシピが。思い出の味は、きっと幸せの味。

あたたかい涙を誘う青春ストーリー！ 

 

913-ｻ 二十歳の君がいた世界 

沢木まひろ 著 宝島社 

 夫を病気で亡くした 50歳の専業主婦・清

海は、満月の夜に遭遇した転落事故によっ

て突然、三十年前のバブルに沸く 1986年

の渋谷にタイムスリップしてしまった。そ

こは清海のいた世界とよく似た別の渋谷。

清海はそこで、失踪した叔父や、若き夫、さ

らには二十歳の自分と出会う。ある殺人事

件の謎を解くことで、清海は元の世界に戻

ろうとするが……。 

夏休みをどう過ごそう？……そうだ、本を読もう！ 

さあ夏休みです。どう過ごしますか？1 学期の復習はもちろん、課題に部活にお祭りにお

家の手伝いにと大忙しのことでしょう。そんな時ですが、いつもよりは時間はたっぷりあり

ますよね。読書にはもってこいのこの季節！読書感想文という課題もありますが、それをき

っかけにいろんな本を読んでほしいですし、素敵な本と出会ってほしいです。今回の新刊は

図書委員が今井書店で選んできた本の紹介です。さあどんな本があるかな、お楽しみに❤  

では、よい夏休みを！ｂｙ司書 
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❤夏休みの長期貸出を 

19日からやってます。 

返却期限は８月20日まで、 

冊数制限なし   

読みたい本を読みたいだけどうぞ！ 

期限過ぎの本は早く返しましょう 

 

夏休みの開館日は   
８/１（水）～10（金）土日を除く  

開館時間 ８：３０～１７：００ 

貸出も返却も自習もできます。 

閉館時の本の返却は図書館入口の「返却 BOX」に入れてください。 

 



913-ｼ 太宰府オルゴール堂  

独身貴族の探偵帳  

篠宮あすか 著 双葉社  

太宰府天満宮の参道の一角に軒を連ねる

『太宰府オルゴール堂』。アルバイトに応募

した東京出身の女子大生、坂下茉奈は“１年

間で博多弁をマスターすること”を条件に

採用される。イケメンだけどちょっとＳな

店主・伊東秀に翻弄される茉奈だが、時折見

せる鋭い一面にドキドキ。そんなある日、二

人はおみくじ泥棒の少年に出くわす。秀は

切れ味鋭く謎に迫るが―。 

 

913-ｼ あやかし屋台なごみ亭  

金曜の夜は不思議な宴  

篠宮あすか 著 双葉社  

成人式の翌朝、二日酔いで目覚めた浩平

の部屋には、見知らぬ男性・コンがいた。「オ

レを主のところに帰してくれないかい？」

たどり着いたのは、毎週金曜日の夜になる

と訳ありの客とあやかしが集まる、ちょっ

と不思議なお店だった―！？ 

 

 

913-ｼ あやかし屋敷で夕食を 

 椎名蓮月 著 一迅社 

両親の別居で、妹と生き別れになってい

た大学生の旭。母が亡くなったと知らされ、

古い洋館に出向いた彼を待っていたのは、

いっぷう変わった住人たちと暮らす妹、有

沙だった。ぎこちない兄妹とあやかしたち

が、ごはんを通してつながっていく心温ま

るファンタジー。 

 

913-ｽ 音のない花火  

砂田麻美 著 ポプラ社  

藤田しぐさは、突然末期ガンと告げられ

た父の現実に戸惑いながら、家族という形

に改めて向き合う…。ガンの発覚から最期

に至るまでの父と家族の姿を記録し、国内

外で高く評価されたドキュメンタリー映画

『エンディングノート』の監督が描く、父を

見送る娘の物語。 

 

913-ﾀ 海色の壜 

田丸雅智 著 双葉社 

初老のマスターが営むその小さなバーに

は、酒の種類がひとつしかないという。出さ

れたグラスの美しさに驚いていると、マス

ターは酒の名前を告げた。口に含んだとた

ん、目の前に海の景色が広がって―。（「海

酒」）不思議なのに懐かしさを感じさせる、

新世代ショートショートの傑作集。 

 

913-ﾄ 土方歳三 上・中・下 

富樫倫太郎 著 KADOKAWA 

日野の豪農・土方家に生まれた歳三は、す

らりと整った見た目に反して、負けず嫌い

で一本気な性格だった。江戸での奉公が合

わずに店を飛び出した歳三は、後の近藤勇

と出逢う。勇によって「強くなって武士にな

りたい」という想いに火をつけられた歳三

は、勇や沖田総司ら試衛館の仲間と剣の腕

を磨く日々を送ることになる。だが、京の治

安を守る浪士組に加わったことで、運命は

大きく動き出し…。熱量溢れる渾身の青春

時代長編！ 

 

913-ﾅ ぼくときみの半径にだけ届く魔法  

七月隆文 著 幻冬舎  

売れない若手カメラマンの仁はある日、

窓辺に立つ美しい少女を偶然撮影する。難

病で家から出られない彼女は、白い部屋の

壁に風景の写真を映して眺める日々を送っ

ていた。「外の写真を撮ってきて頂けません

か？」陽の依頼を受け、仁は様々な景色を撮

って届けることになる。それは運命の出会

い。ふたりの人生が奇跡のように変わり始

める瞬間だった―。光で描く、心震えるラブ

ストーリー。 

 

913-ﾅ 魔女は甦る  

中山七里 著 幻冬舎  

元薬物研究員が勤務地の近くで肉と骨の

姿で発見された。埼玉県警の槇畑は捜査を

開始。だが会社は二ヶ月前に閉鎖され、社員

も行方が知れない。同時に嬰児誘拐と、繁華

街での日本刀による無差別殺人が起こった。

真面目な研究員は何故、無惨な姿に成り果

てたのか。それぞれの事件は繋がりを見せ

ながら、恐怖と驚愕のラストへなだれ込ん

でいく…。 

 

913-ﾅ 銃  

中村文則 著 河出書房新社 

雨が降りしきる河原で大学生の西川が出

会った動かなくなっていた男、その傍らに

落ちていた黒い物体。圧倒的な美しさと存

在感を持つ「銃」に魅せられた彼はやがて、

「私はいつか拳銃を撃つ」という確信を持

つようになるのだが…。新潮新人賞を受賞

した衝撃のデビュー作。 

 

913-ﾊ 50回目のファーストキス 

萩原はるな 著 講談社 

 天文学を志す弓削大輔は、ある朝カフェで

美しい瑠依に心を奪われる。毎日カフェに

通い気を引こうとするが、どうも瑠依の様

子がおかしい。なぜなら瑠依は事故で脳に

障害を抱え、眠ると前日の記憶を全て忘れ

てしまうのだった―明日あなたを覚えてい

ない相手を、愛せますか？運命の恋を描い

た大人のラブストーリー。 

 

913-ﾋ 魔力の胎動  

東野圭吾 著 KADOKAWA 

自然現象を見事に言い当てる不思議な力。

君はいったい何者なんだ？『ラプラスの魔

女』前日譚。 

 

913-ﾌ小説映画ドラえもんのび太の宝島

藤子・F・不二雄 原作 ; 川村元気 脚本 ; 

涌井学 著 小学館 

「宝島を見つける！」とジャイアンたち

に宣言したのび太は、ドラえもんのひみつ

道具“宝探し地図”を使って宝島を探す。地

図が指し示した場所は、太平洋上に突然現

れた新しい島だった。あと少しで島に上陸

というところで海賊から襲われ、しずかを

さらわれてしまう。はたしてのび太たちは

海賊からしずかを助けることができるの

か？そして宝島に眠る財宝に隠された秘密

とは！？映画ドラえもんを完全小説化 

 

913-ﾔ 不条理な殺人 

 ミステリー・アンソロジー  

法月 綸太郎 ほか著 祥伝社 

十人の人気作家が不可思議、不条理な事

件を描く珠玉のミステリー・アンソロジー。 

 

913-ﾔ プリンシパル  

恋する私はヒロインですか? 

いくえみ綾 原作 ; 山本瑤 著 集英社  

母親の再婚、学校になじめなかったこと

が重なって、女子高生・住友糸真は実父・泰

弘の住む札幌に引っ越すことになった。転

校して出会ったのは、校内イチのモテ男子・

弦と和央。二人と仲良くなったら、女子にハ

ブにされてしまうこと必至…！糸真が札幌

で見つけた友情と初恋の行方は？黒島結菜

と小瀧望のＷ主演で映画化された大人気ま

んがの世界を小説で！ 

 

913-ﾔ 刑事学校 

矢月秀作 著 文藝春秋  

畑中圭介は大分県警刑事研修所、通称「刑

事学校」の教官である。６人の新米刑事に捜

査術と刑事魂を教え込むため、全国の警察

と連携を取り研修を進める畑中。そんな中、

幼馴染の立石健吾が死体で発見され、研修

生と共に事件解決を命じられる。畑中の、抑

えきれない刑事の熱い血がさわぎ出す！文

庫オリジナル警察アクション。 

 

913-ﾔ-1 小説 ReLIFE 1  

夜宵草 原作 ; 武井彩 著 リンダパブリ

ッシャーズ 

新卒で入った会社を３ヶ月で退社。現在

２７歳無職、彼女なしの海崎新太。就活も失

敗続きのある日、リライフ研究所サポート

課・夜明了と名乗る人物が目の前に現れる。

彼は海崎を社会復帰のための実験プログラ

ム「リライフ」へと誘い、一錠のカプセルを

渡す。翌朝、鏡の前には薬を飲み若返った海

崎の姿があった。そして、１年間限定の高校

生活を送ることに―。 

 

913-ﾖ 真実の 10 メートル手前 

米澤穂信 著 東京創元社 

高校生の心中事件。二人が死んだ場所の

名をとって、それは恋累心中と呼ばれた。週

刊深層編集部の都留は、フリージャーナリ

ストの大刀洗と合流して取材を開始するが、

徐々に事件の有り様に違和感を覚え始める。

大刀洗はなにを考えているのか？ 滑稽な

悲劇、あるいはグロテスクな妄執――己の

身に痛みを引き受けながら、それらを直視

するジャーナリスト、大刀洗万智の活動記

録。「綱渡りの成功例」など粒揃いの六編、

第 155回直木賞候補作。 

 

913-ﾜ 小太郎の左腕  

和田竜 著 小学館  

一五五六年。勢力図を拡大し続ける西国の

雄、戸沢家は敵対する児玉家との戦いの時

を迎えた。戸沢家の武功者「功名漁り」こと

林半右衛門は、児玉家で「功名餓鬼」の異名

をとる花房喜兵衛麾下の軍勢に次第に追い

込まれていく。そんななか、左構えの鉄砲で

絶人の才を発揮する十一才の少年・雑賀小

太郎の存在が「最終兵器」として急浮上する。

小太郎は、狙撃集団として名を馳せていた

雑賀衆のなかでも群を抜く銃の使い手だが、

心根が優しすぎるため、祖父・要蔵がその才

能をひた隠しに隠していた少年だ。事態は、

半右衛門のある行動を機に思わぬ方へと転

じていく。 

 

【914 日本のエッセイ】 

914-ｱ かんがえる子ども  

安野光雅 著 福音館書店 

５０年以上にわたって、数々の驚きにみ

ちた絵本を描いてきた、安野光雅。日本を代

表する世界的画家が、「子ども」「学ぶこと」

「考えること」について語る、痛快エッセ

イ！ 

 

914-ｱ いずれの日にか国に帰らん 

安野光雅 著 山川出版社 

昔の津和野の風景を安野光雅の柔らかな

色彩で描いた見開き２５点以上の挿絵とと

もに、戦争を挟んで別れ別れになってしま

った弟との思い出をユーモアと哀切を奏で

る文章で綴る 

 

914-ｵ 犬とペンギンと私  

小川糸 著 幻冬舎  

女子四人組で旅したインドでは、ヨガと

カレー三昧。仕事で訪れたパリでは、お目当

てのアップルパイを求めて一人お散歩。旅

先で出会った忘れられない味と人々。でも、

やっぱり我が家が一番！新しく家族の一員

になった愛犬と“ペンギン”の待つ家で、パ

ンを焼いたり、いちじくのジャムを煮たり。

毎日をご機嫌に暮らすヒントがいっぱいの

日記エッセイ 

 

914-ﾔ 心に太陽を持て  

山本有三 編著 新潮社  

本当に大切なものはあなたのすぐそばに

あります。勇気を失うな。心に太陽を持て。

１９３５年に出版されてから６６年。世代

を超えて読み継がれてきた青春の１冊。２

１世紀も、大切な誰かに伝えたい。勇気がで

る。喜びがわく。１９篇の小さな話。 

 

★マンガコーナーの新刊です★ 

726-ｺｰ 33 宇宙兄弟 33 

726-ｺｰ 26 あさひなぐ 26 


