
【知識】002-ｱ 在野研究ビギナーズ  
勝手にはじめる研究生活 

荒木優太 編著 明石書店
在野の研究者に資格はいらない。現役で

活躍中の在野研究者たちが、研究生活の実

践と方法を、おのおのの体験の中で論じる。 

【読書案内】019-ｲ 答えは本の中に隠れ
ている 
岩波ジュニア新書編集部 編 岩波書店 
教師や作家、医師、司書ら、本と人と言葉

とのかかわりが深い１２人が、１０代の悩

みに沿ってオススメ本を紹介。セレクトブ

ックリストも収録。 

【１４心理学】 
141-ﾀ 「繊細さん」の本 「気がつきすぎ
て疲れる」が驚くほどなくなる
武田友紀 著 飛鳥新社 
ＨＳＰ（とても敏感な人）専門カウンセラ

ーが、繊細でストレスを感じやすい人が、繊

細な感性を大切にしたまま、ラクに生きる

方法を伝授。 

141-ﾏ 人を動かす「色」の科学 1 杯の
コーヒーから始まる身近で不思議な世界
松本英恵 著 SB クリエイティブ 
興味深い多数の具体例を紹介しながら、

身近で不思議な色の世界を案内。色を使い

こなし、色にだまされない知恵も伝える。 

146-ﾄ 居るのはつらいよ  
ケアとセラピーについての覚書 

東畑開人 著 医学書院  

ケアとセラピーの価値について究極まで

考え抜かれた本書は、同時に、人生の一時期

を共に生きたメンバーさんやスタッフたち

との熱き友情物語でもある。一言でいえば、

涙あり笑いあり出血（！）ありの、大感動ス

ペクタクル学術書！ 

【15 倫理】 
150-ﾖ なんだろう なんだろう 
ヨシタケシンスケ 著 光村図書出版 
ヨシタケシンスケが描く「たとえばこん

な考え方、どうでしょう？」の本。 

159-ｻ きみを変える 50 の名言１～３ 
佐久間博 文 汐文社  
子どもたちの寛容性や許容性を育む「心

のビタミン」。「プラス思考」を促す、スポー

ツ界・芸能界・文学界・芸術界などの著名人

の名言５０を紹介。 

159-ｾ 資生堂で学んだまごころの仕事術 

関根近子 著 朝日新聞出版 
資生堂の美容部員から女性初の執行役員

常務となった著者が、資生堂のなかで長年

受け継がれ、自身の仕事人生の中で培って

きた「おもてなしの心」と、それを活かした

仕事術を語る。 

【２ 歴史】 
202-ﾌ 教養としての「国名の正体」 
藤井青銅 著 柏書房
日本は“ニホン”？ “ニッポン”？  

世界１９６か国＆５地域の「名前」の起源を

探る。 

210.0-ﾎ 日本史でたどるニッポン 
本郷和人 著 筑摩書房
日本がひとつの国として成立する過程や

国民性、宗教などを解説する。 

【289 伝記】 
289-ｲ 孫正義 事業家の精神 
井上篤夫 著 日経 BP 
究極の自己満足は、人々の笑顔。孫正義死

すとも、正義は死せず。とにかく１番でない

と嫌なんです。孫正義の精神を肉声から体

感する３６の言葉。 

289-ｻ 十五の夏 上・下  
佐藤優 著 幻冬舎  
高１の夏休み、僕はたった一人でソ連・東

欧を旅行した。佐藤優の一人旅４２日間の

全記録。 

【３３ 経済】 
336-ｺ  SDGs が地方を救う なぜ「水・
食・電気」が地域を活性化させるのか 
米谷仁, 生田尚之 著 プレジデント社 
再生エネルギーのつながりこそが、人口

減少をはじめとした地域が抱えるさまざま

な問題を解決し、地方を救う?元・環境省官

僚と気鋭の起業家が、再生エネルギーと循

環型社会の可能性に迫る。 

336-ｼ 勝者の思考回路 成功率 100%
のブランドプロデューサーの秘密 
柴田陽子 著 幻冬舎
今すぐに取り組むべきは、思考回路を変

えること。「知らないことは罪」「人が喜ぶこ

とを想像する」「人は品格がすべて」など、

日々の小さな経験を「価値」へと変えるヒン

トを伝える。 

【社会学】361-ｾ 英語でガイド!外国人
がいちばん不思議に思う日本のくらし 
ディビッド・セイン 著 J リサーチ出版
食品サンプル、レストランの無料の水、生

卵を食べる…。訪日観光客が知りたがって

いる日本のカルチャーやくらしについて、

中学レベルのシンプルな英語を使った会話

形式で解説。 

【仕事】366-ﾎﾞ 自分で「始めた」女たち 
「好き」を仕事にするための最良のアドバイ
ス&インスピレーション
グレース・ボニー 著 海と月社
料理研究家、デザイナー、作家、ミュージ

シャン…。さまざまな仕事で活躍中の１１

２人の女性へのインタビューをまとめた本。

女性たちの「ことば」と「姿」を紹介し、好

きなことや夢を追いかけた先にある美しい

世界を伝える。 

【原爆】369-ﾕ 平和のバトン 広島の高校
生たちが描いた 8月 6日の記 
弓狩匡純 著 くもん出版
被爆体験証言者の記憶を、１年をかけて

油絵に描いて記録する、広島の高校のプロ

ジェクト。今を生きる高校生たちが、証言者

と密に接することで、戦争や原爆を見つめ

なおしていくさまを綿密に取材して描いた

ノンフィクション。 

【377 大学】 
377-ｳ 新・大学でなにを学ぶか 
上田紀行 編著 岩波書店
これから大学をめざす人や、いま大学で

学んでいる人に向け、池上彰をはじめとす

る東京工業大学リベラルアーツ研究教育院

の教員たちが、大学での学びの魅力を語る。 

377-ｻ 京大変人講座  
酒井敏, ほか 著 三笠書房 
京都大学に連綿と受けつがれている「自

由の学風」「変人のＤＮＡ」を世に広く知っ

てもらうための公開講座を書籍化。「なぜ鮨

屋のおやじは怒っているのか」「「ぼちぼち」

という最強の生存戦略」など６講座を収録。 

【４ 自然科学】 
400-ﾎ ビッグ・クエスチョン 

 〈人類の難問〉に答えよう 
スティーヴン・ホーキング 著  NHK 出版 
｢宇宙の始まりとは？」「人類は地球に住

み続けるべきか？」誰も解き明かしていな

い１０の究極の問い（ビッグ・クエスチョン）

に、ホーキング博士が挑む。 

404-ｲ しゅんかん図鑑 そうだったのか! 
伊知地国夫 写真 小学館
消える、落ちる、こぼれる…。みぢかなも

のが動くときの、肉眼では見えない「しゅん

かんの姿」を切り撮った写真を、科学への興

味がわく解説とともに掲載。 

【49 医学】 
☆493-ｴ  ぼくはレモネードやさん 
えいしましろう 文・絵 生活の医療 
３才のころ「小児がん」になり、小学３年

生のときから、小児がんという病気を知っ

てもらうためにレモネードスタンドを開く

著者が、病院での思い出と日々の暮らし、同

じ病気の子供たちの話などを伝える。 

495-ﾑ 出生前診断の現場から  
専門医が考える「命の選択」 

室月淳 著 集英社
採血だけでダウン症等の染色体異常がわ

かる「新型出生前診断」（ＮＩＰＴ）とは。

妊婦は何を判断し結果に備えれば良いのか。

医療テクノロジーの最前線の正しい情報を

伝え、同時に「命の選択」の本質を考える。 

498-ｻ エンド・オブ・ライフ 
佐々涼子 著 集英社インターナショナル 
多くの患者を看取ってきた看護師の友人

が癌になった。「看取りのプロ」の死への向

き合い方は、意外なもので…。最期の日々を

共に過ごすことで見えて来た「命の閉じ方」

とは。在宅での終末医療の現場を描くノン

フィクション。 

498-ﾖ 長生きの方法○と×  
米山公啓 著 筑摩書房
人生１００年時代、どのように医療と付

き合っていけばいいのか。自らも老後の生

き方を模索する医師が、世の中に流れてい

る長生きの方法、老後の生き方にまつわる

思い込みを一刀両断。最新の研究成果をも

とに健康＆生き方を指南する。 

❤ ❤ こんなコーナー作っています❤ ❤

館内 

2 年生の現代文課題 

『永井隆博士平和賞』

の参考になりそうな本

を選んであります。 

借りられます。 

ガラスケースのなか 

高校生が主人公の小説 

部活小説をはじめ、恋

愛、友達関係、悩みなど

解決してくれるものな

ど集めてあります。 

入り口コーナー 

★5月 12日は看護の日★

看護師の体験記や患者

目線の本、医療スタッフや

病院関係の仕事内容、 

現在の医療を知る本を 

選びました。   
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【５９ 家政学】 
590-ｵ ゆるく身につく家事のきほん 
おそうじペコ 監修 成美堂出版 
家事の基本を無理なくゆるく身につける

ことができるよう、そのノウハウをキッチ

ン・リビングまわり・洗濯といった項目ごと

に、イラストを用いてわかりやすく説明。 

590-ﾀ あなたがひとりで生きていく時に
知っておいてほしいこと ひとり暮らしの智恵
と技術 辰巳渚 著 文藝春秋 
「自立」の大切さを訴えた著者が、最後に

遺した「ひとり暮らし」のバイブル。 

【594 手芸】 
594-ｻ フェルトで作る世界のお守りチャ
ーム ささきみえこ 著 日本文芸社 
フェルトと刺しゅうで作る世界の縁起の

良いモチーフを紹介。 

594-ﾌ 福を招く干支のお針仕事 
日本ヴォーグ社  
十二支の動物をモチーフにしたお針仕事

を紹介。詳細なプロセスを写真で説明する

ほか、実物大型紙も掲載。 

【生活】597-ﾊ 自衛隊式片づけ術    
生き残りたければ片づけろ!  

畠山大樹 著 飛鳥新社  
元自衛官が、自衛隊で培った片づけのノ

ウハウを伝授。捨てる技術から、収納・整理

整頓術、維持・メンテナンス術、災害に備え

るサバイバル片づけ術まで、日常生活にも

有事の際にも役に立つテクニックが満載。 

【育児】598-ﾅ 発達障害の私が夫と普通
に暮らすために書いているノート 
ななしのうい 著 G.B.
わたしって、フツーの人と何が違うんだ

ろう？ 発達障害とその二次障害のために

長年精神的に悩み苦しんできた著者が、夫

と「普通」に暮らすために、ともに試行錯誤

してきた軌跡。精神科医の解説も掲載。 

【726 絵本 マンガ】 
726-ｱ いたずらのすきなけんちくか 
安藤忠雄 原作 はたこうしろう 絵 小学館

今年春オープンの、建築家・安藤忠雄が設

計した大阪の「こども本の森 中之島」を舞

台にした絵本。「本の森」を訪れた少年とち

ょっと変わったおじさんとの対話から、世

界的建築家の創造力の秘密を解き明かす。 

726-ｽ-30 コウノドリ 30  
鈴ノ木ユウ 著 講談社
命を救うこと、生き続けることNICU（新

生児特定集中治療室）を、赤ちゃんと家族の

ための場所に。赤ちゃんを全力で支える新

生児科医たち。 

726-ﾏ 教室はまちがうところだ 
蒔田晋治 作 長谷川知子 絵  
子どもの未来社
教室はまちがうところだ みんなどしど

し手をあげて まちがった意見を言おうじ

ゃないか まちがった答えを言おうじゃな

いか?。蒔田晋治の詩が絵本に。 

【芸能】778-ｷ 一切なりゆき  
樹木希林のことば 

樹木希林 著 文藝春秋
名女優が語り尽くした生と死、演技、男と

女。さまざまな雑誌に掲載された樹木希林

の言葉をまとめる。ユーモアと洞察に満ち

た希林流生き方のエッセンスが満載。 

【78 スポーツ】 
780-ｵ 五輪スタジアム  

「祭りの後」に何が残るのか 
岡田功 著 集英社  
１９７２年ミュンヘン大会以降の夏季五

輪開催地について、メインスタジアムの「五

輪後」の実態等を検証。扱いに苦闘している

現状を具体的に明らかにし、東京の近未来

について提言する。 

783-ﾉ 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-ﾜ 「好き」を力にする: NBAプレーヤ
ーになるために僕が続けてきたこと  
渡邊雄太 著 KADOKAWA 
「好き」が情熱を継続させる、大切なのは

「覚悟」と「決意」、言葉よりも行動で示す、

失敗を恐れない…。日本人２人目のＮＢＡ

選手が、自身の経験や考え方とともに、才能

を伸ばすコツを説く。 

【文学】902-ｶ 絶望名言 2
頭木弘樹, NHK〈ラジオ深夜便〉制作班 著 
飛鳥新社
「貧乏はするもんじゃありません。味わう

ものですな。」 絶望に行き当たり、絶望を見

つめ、絶望の中で書き留められた文豪たち

の「絶望名言」から生きるためのヒント。 

【913 日本の小説】 
913-ｱ パラ・スター Side 百花 
阿部暁子 著 集英社
車いすメーカーで働く百花の夢は、親友

で車いすテニス選手の宝良のために最高の

競技用車いすを作ること。華々しく活躍す

る宝良に対して、新米エンジニアの自分に

焦る百花は、はじめて顧客との面談を担当

することになり…。 

913-ｱ パラ・スター Side 宝良 
阿部暁子 著 集英社
不調が続く、車いすテニス選手の宝良は、

親友の百花が働くメーカーの競技用車いす

を採用。百花や小学生みちるとの交流を経

て、競技への思いを強くする。そして、世界

の強豪選手が揃うアジア最高峰の大会の幕

が上がり…。 

913-ｱ どうしても生きてる  
朝井リョウ 著 幻冬舎
死んでしまいたい、と思うとき、そこに明

確な理由はない。心は答え合わせなどでき

ない?「健やかな論理」ほか全６編を収めた

朝井リョウの短編集。現代の声なき声を掬

いとり、ほのかな光を灯す。 

913-ｲ 思い出の修理工場  
石井朋彦 著 サンマーク出版 
ここは、傷ついた思い出を美しい思い出

に変える、不思議な修理工場。うまく友達を

つくれない少女ピピは、ここで初めてでき

た仲間たちと、工場を閉鎖に追い込もうと

するエージェントに立ち向かうが…。 

913-ｲ ピカソになれない私たち 
一色さゆり 著 幻冬舎
選ばれし者だけが集まる、国内唯一の国

立美術大学。望音らは画家としての「才能」

や自身の将来に不安を感じながらも、切磋

琢磨していたが…。名もなき美大生たちの

葛藤と奮闘を描いた、リアルすぎる書き下

ろし青春美術小説。 

913-ｵ 小説シライサン  
乙一 著  KADOKAWA  
親友の変死を目撃した瑞紀と、弟を亡く

した青年・春男。それぞれ異様な死の真相を

探る中、２人はある怪談話を聞かされる。そ

の日から瑞紀たちの周囲でもおかしなこと

が起き始め…。 

913-ｶ 夏物語  
川上未映子 著 文藝春秋 
パートナーなしの妊娠・出産を目指す夏

子。彼女のまえに、精子提供で生まれ「父の

顔」を知らない潤が現れ…。芥川賞受賞作

「乳と卵」の登場人物たちが新たに織りな

す物語。【毎日出版文化賞文学・芸術部門（第
７３回）】 

913-ｶ 熱源
川越宗一 著 文藝春秋  
樺太で生まれたアイヌ、ヤヨマネクフは

故郷を奪われたポーランド人や、若き日の

金田一京助と出会い、自らの生きる意味を

見出し…。明治維新後、樺太のアイヌに何が

起こっていたのか。アイヌの闘いと冒険を

描く傑作巨篇。【直木賞受賞作】 

913-ｷ ホームドアから離れてください 
北川樹 著 幻冬舎
僕は学校に行くのをやめた。そんなとき、

手紙ではなく写真を運ぶ「空色ポスト」の存

在を知る。このポストをきっかけに僕は外

の世界への一歩を踏み出すことに…。 

☆913-ｼ ステップ  
重松清 著  中央公論新社  
結婚三年目、三十歳という若さで、朋子は

逝った。あまりにもあっけない別れ方だっ

た?男手一つで娘・美紀を育てようと決めた

「僕」。初登園から小学校卒業までの足取り

を季節のうつろいとともに切り取る、「のこ

された人たち」の成長の物語。 

913-ｼ スマホを落としただけなのに 
戦慄するメガロポリス  

志駕晃 著 宝島社
ＯＬの有希は公園でスマホを拾う。無事

落とし主に返したのだが、身の周りで不可

解な出来事が起こり始める。それは日本を

震撼させる大事件の前触れだった。一方、サ

イバーテロにある人物が協力すると知った

刑事の桐野は…。 

913-ﾀ いいからしばらく黙ってろ!  
竹宮ゆゆこ 著 KADOKAWA 
婚約破棄され、地元に戻るのも恥ずかし

く、就職先もないまま東京に残った富士。彼

女が出会ったのは、社会のはみ出し者が集

う小さな劇団だった…。青春小説。 

913-ﾅ 流浪の月  
凪良ゆう 著 東京創元社 
愛ではない。けれどそばにいたい?。再会

すべきではなかったかもしれない男女がも

う一度出会ったとき、運命は周囲の人を巻

き込みながら疾走を始める。新しい人間関

係への旅立ちを描いた長編小説。【本屋大賞】 

913-ﾅ ほどなく、お別れです 
長月天音 著 小学館
葬儀場「坂東会館」を舞台に、大学生の清

水美空、僧侶の里見、訳ありの葬儀ばかり担

当する漆原が厳かに亡くなった人を見送る。 

913-ﾅ 騒がしい楽園  
中山七里 著 朝日新聞出版 
埼玉県の片田舎から都内の幼稚園に赴任

してきた幼稚園教諭・神尾舞子。待機児童、

親同士の確執など様々な問題を抱える中、

動物の惨殺事件が立て続けに発生。やがて、

事態は最悪の方向へ?。 

913-ﾊ 店長がバカすぎて  
早見和真 著 角川春樹事務所
谷原京子、契約社員、時給９９８円。店長

が、小説家が、弊社の社長が、営業がバカす

ぎて「マジ辞めてやる！」本を愛する書店員

の物語。 

☆913-ﾊ  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く

短篇集。『小説新潮』掲載を単行本化。 

913-ﾊ 猫君  
畠中恵 著 集英社
２０年生きた猫は、人に化けて言葉を操

る妖怪「猫又」になる?。将軍様の庇護のも

と、江戸城内の学び舎「猫宿」で修業に励む

新米猫又のみかんたち。猫宿の長は、魔王と

呼ばれたあの戦国武将で…。『小説すばる』

掲載を書籍化。 

913-ﾋ クスノキの番人  
東野圭吾 著 実業之日本社 
解雇された職場に盗みに入り逮捕された

直井玲斗は、弁護士費用を支払ってくれた

伯母から、クスノキの番人をするように命

じられる。そのクスノキに祈れば、願いが叶

うと言われていて…。 

春休み前に借りた本や読み終わった本は、返しましょう！


