
002-ｶ 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 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る。 

 

〔郷土〕097.6-ｼ いつかまた、きっ
と会える!  

白築純 著   山陰中央新報社 
島根でミュージシャンとして活躍し、２

０１９年６月に逝去した白築純のエッセ

ー集。出雲弁を切り口に、暮らし、家庭、

子育て、音楽など日常生活を綴る。 
 

〔哲学〕113-ｺ 暇と退屈の倫理学 
國分功一郎 著 新潮社  

暇と退屈の問題を歴史的、哲学的に論じ、

ハイデッガーの退屈論などを紹介。それら

の知見をもとに、〈暇と退屈の倫理学〉を構

想。 

 

〔１４ 心理学〕 
140-ﾄﾞ ようこそ、心理学部へ 
同志社大学心理学部 編 筑摩書房 
犯罪から食欲、記憶から感情までを扱い、

生理的仕組みを解明し、日常的な行動の改

良を目指す心理学。心理学の多様な世界を

講義形式で体験する入門書。 
 

141-ｲ なぜ、いま思考力が必要なの
か? 社会に出るあなたに伝えたい 
池上彰 [著] 講談社  

「思考力」とは「自分がよりよく変わる

力」。悩みを解決したり、自分の生きる道を

見つけたり、社会と自分との関係を変えた

りするときに役立つ「思考力」について解

説。思考力を鍛えるための実践なども紹介。 

 

141-ﾀ 敏感すぎて苦しい・HSPがた
ちまち解決 
高田明和 著 三笠書房  

人に振り回される、楽しんでいても疲れ

る…。５人に１人だけの高感度センサーを

授かった人、それがＨＳＰ＝敏感体質。う

つ病とＨＳＰの違いをはじめ、ＨＳＰの特

徴や対処法、具体的な悩みの解決法などを

やさしく解説。 

141-ﾄ 「感情」の解剖図鑑 : 仕事も
プライベートも充実させる、心の操り
方 苫米地英人 著 誠文堂新光社 
怒り、悲しみ、不安、喜び、興奮、感動

…。あらゆる感情を、脳科学的な観点に加

え、社会学、人類学的な観点から徹底解剖。

コーチング理論や瞑想法などのメソッド

を駆使して、人生を好転させる「感情の使

い方」を伝授。 

 

146-ｲ 学校では教えてくれない 
自分を休ませる方法  

井上祐紀 著 KADOKAWA 
なぜかいつもイライラする、学校に行く

意味がわからない、コロナで目標がなくな

った…。精神科医が、様々な悩みに答え、

問題解決の手段としての休み方を提案す

る。実践ワークや見守る大人たちへのアド

バイスも掲載。 

 

〔159 生き方〕 
159-ｻ 20 歳の自分に伝えたい知的
生活のすゝめ  
齋藤孝 著 SB クリエイティブ 
膨大な情報と過剰な量のコンテンツが

あふれる現代。ついつい受け身になり惰性

に流される日々の中で、もっと活き活きと

した、能動的な生活を送るにはどうすれば

よいのか。教育者・齋藤孝が 「知的に生き

る」意義と技法を伝える。 

 

159-ｿ わたしの心が傷つかないよ
うに ひとりでいたいけど、ひとりに
なりたくない自分のために  

ソルレダ 作・絵 日本実業出版社 

見て見ぬふりをしていたさびしさ、自分

でも気づいていなかった悲しみ、誰にも知

られたくなかった不安…。黄色いウサギ・

ソルトが、心の奥深くにある感情をそっと

取り出して寄り添う。 

 

〔世界史〕209-ｲ 20 歳の自分に教え
たい現代史のきほん  
池上彰, 「池上彰のニュースそうだったの
か!!」スタッフ 著 SB クリエイティブ 
ロシアのウクライナ侵攻や米ロ・米中関

係など、現在起きているニュースの歴史的

背景を解説。東西冷戦・イスラム情勢・世

界の軍事力・世界経済等、今さら恥ずかし

くて聞けない現代史の常識を紹介。 

〔日本史〕210.4-ｲ   
眠れないほどおもしろい吾妻鏡 
板野博行 著 三笠書房  

源平合戦後、源頼朝がひらいた鎌倉幕府。

ようやく平和になるかと思いきや、今度は

内部で巻き起こる討滅、謀略、権力闘争…。

鎌倉幕府の準公式記録「吾妻鏡」に準じつ

つ、ほかの史料も駆使して、数々の事件の

真相に迫る。 

 

☆227-ｼ 物語アラビアの歴史 知られ
ざる 3000年の興亡  

蔀勇造 著 中央公論新社 

シリア砂漠からアラビア半島の先端ま

で、古代の王国からイスラームの勃興をへ

て、石油資源をもとに近代化をすすめる現

代まで。中東の核心地帯の３０００年の歴

史を追う。 

 

〔伝記〕289-ﾔ 超ビジュアル! 
歴史人物伝  坂本龍馬 

矢部健太郎 監修 西東社  

幕末に、薩長同盟と大政奉還をなしとげ

た坂本龍馬。その人生をマンガとイラスト

で解説。歴史の名場面をリアルに再現した

大迫力のＣＧや、龍馬の名刀・手紙・史跡

などの歴史的資料も多数掲載。 

 

〔国際情勢〕302-ｲ 池上彰の世界の見
方  東欧・旧ソ連の国々   
池上彰 著 小学館  

周囲の国々を衛星国としたソ連のトラ

ウマとは？ロシアの脅威に身構えるバル

ト三国の悩みとは？池上彰が旧ソ連の

国々や東欧諸国を徹底解説。 

 

〔就職試験〕 
307-ｺ-23 高校生よく出る一般常識問
題集 '23年版  成美堂出版 

高校生のための就職筆記試験対策問題

集。一般常識全科目と、最新時事問題の必

須ポイントを完全チェック！ 

 

307-ｺ-23 高校生就職面接の受け方
答え方 '23 年版   成美堂出版 

就職試験を受ける高校生のための面接

対策本。 面接試験の概要や、実際の面接の

場におけるマナーや言葉づかいを、イラス

トを交えながら具体的に説明。予想される

質問をテーマごとに掲載し、対応する回答 

 

例をアドバイスつきで収録。 

 

【18歳成人】 
324-ｼﾞ 大人になるってどういうこ
と? みんなで考えよう 18 歳成人  
神内聡 著 くもん出版 

１８歳の誕生日を迎えた高校生は「成年

高校生」になり、法律で「大人」として扱

われるようになる。契約やネットのトラブ

ルなど、知っておいてほしい法律的な内容

を取り上げるほか、「答えのない問い」も考

える。 

 

324-ﾅ 図解超早わかり 18 歳成人と
法律  
南部義典 著  シーアンドアール研究所 
２０１８年に国会で成立した、成年年齢

を２０歳から１８歳に引き下げる法律「１

８歳成年法」。その具体的な改正内容や引

き下げによる今後の課題を詳しく図解。ほ

か、婚姻適齢の統一、消費者契約法の改正

などにも触れる。 

 
365-ﾆ 狙われる 18 歳！？  
消費者被害から身を守る 18 の Q&A 

日本弁護士連合会消費者問題対策委
員会 著 岩波書店 
成年年齢の引下げによって、若者たちに

消費者被害が広まるおそれがある。成年年

齢引下げにはどんな問題があるのかを、鈴

木さんファミリーの１日を通して紹介す

るとともに、様々な問題点を個別にＱ＆Ａ

形式で詳しく解説。 

 
〔経済〕331-ｲ 池上彰の行動経済学
入門  池上彰 監修 学研プラス 

人はなぜ、それを買うのか？ なぜ、イケ

アの家具は愛着がわくのか？池上彰が、人

間の行動心理を読み解く行動経済学をわ

かりやすく解説。 

 

336-ｶ 「社会人になるのが怖い」と
思ったら読む会社の超基本  
神野沙樹 著 飛鳥新社  
「働くことへの不安」を抱く人のために、

会社員の働き方について、「わかりやすさ」

を大切にマンガを交えて解説。会社で働き

始めるときのこと、働く時間や休日、給料、

会社員を取り巻く制度などを取り上げる。 

 

（社会学）361-ｼ おもろい話し方 
 芸人だけが知っているウケる会話の
法則  

芝山大補 著 ダイヤモンド社 
お笑いの基本をおさえれば、どんな人で

も会話や印象が一気によくなる。イジられ

たら全力で“肯定”する、断るときは「お

母さん」のせいにするなど、笑いのプロが、

ウケる会話の法則を伝授。 

 
〔367 青少年問題〕 
367-ｼ ヤングケラーってなんだろう 
澁谷 智子  著 筑摩書房  
家族の世話や家事を行う子どもたちを

指すヤングケアラー。ケアを背負わなけれ

ばならない背景には何があるのか。実態調

査や当事者が語る経験を通じて、彼らが置

かれた状況や支援の取り組みを明らかに。 

 

367-ﾏ ヤングケアラー  
介護する子どもたち 

毎日新聞取材班 著 毎日新聞出版 

【新聞労連ジャーナリズム大賞・優秀賞

（第２５回）】ヤングケアラーたちの介護

の実態をインタビューをもとにまとめる

とともに、取材班が独自の全国集計から政

府による全国調査に至るまでを取材した

過程、現場でのやりとりや迷いを綴る。 

 

〔福祉〕369-ｷ 手話通訳者になろう 
木村晴美, 岡典栄 著 白水社 

手話がどんな特徴をもつことばなのか

を説明し、手話の学び方、手話通訳者のな

り方を紹介。さまざまな分野の第一線で活

躍する手話通訳者たちのインタビューも

収録。 

 

〔大学〕376-ｵ 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、

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。 

 
〔自衛隊〕392-ｳ 女性自衛官  

キャリア、自分らしさと任務遂行 

上野友子, 武石恵美子 著 光文社 
「命を懸けてでもこの国を守る」と誓う

傍ら、母親として家族も守る自衛官たちが

見出したワークライフバランスとは。女性

率わずか８％未満の自衛隊で働く女性自

衛官たちの語りを通じ、この国で生きる女

性のキャリア形成を描く。 

 
〔自然科学〕404-ｵ  地球で暮らすき
みたちに知ってほしい 50のこと 
ラース・ヘンリク・オーゴード 著  晶文社 
ＳＤＧｓ先進国、デンマーク発の「科学

教養」の本。星はいくつあるの？ 死んだら

どうなる？ 時間って何？ 自然、動物のこ

とから、人間の発明や社会の問題、人生に

ついてまで、子どもがよく思いつく５０の

疑問に答える。 

 
〔49 医学〕 
491-ｻ 睡眠の科学 なぜ眠るのか 
なぜ目覚めるのか  

櫻井武 著 講談社  
いまだ謎だらけの睡眠。睡眠研究をリー

ドする著者が、睡眠と身体や脳の機能との

関わり、睡眠が果たす役割、睡眠を引き起

こすメカニズムを解説。 

 

493-ﾋ 肥満と病気のかがく 正しい
知識で健康な体を手に入れよう 
ニュートンプレス  
なぜやせる必要があるのか、どうすれば

やせられるのか。肥満が病気をまねくわけ

とは。健康な体を手に入れるために必要な

正しい知識をやさしく解説する。 

 

498-ｵ おくすり味噌汁 114 
大友育美 著 ワニブックス 
「おくすり」のような味噌汁を食べて、

元気ときれいを手に入れよう。体を温める、

デトックス、心に効くといった効能別に、

味噌汁を紹介。 

 

498-ｺ 20 秒で疲れ・こりが消える
ヨガトレッチ かたい体もみるみるほ
ぐれる! Koyumi  KADOKAWA 
体の筋肉をゆるめて伸縮し、ココロも同

時にほぐして解放する「ヨガトレッチ」。１

ポーズ２０秒でできる基本のヨガトレッ

チと、お悩み別ヨガトレッチを写真で紹介。 

 

498-ｻ 本当に役立つ栄養学 肥満、
病気、老化予防のカギとなる食べもの
の科学 佐藤成美 著 講談社 

食べものと体の関係は誤解だらけ！ 酵

素を摂るとダイエットや健康に良く働く、

ビタミンは多く摂るほど体に良い…。食品

学・生化学を専門とする著者が、栄養素や

体を作る成分、体のなかの代謝という動き

について解説。 

 
498-ﾄ 睡眠にいいこと超大全  
寝つきが悪い・起きられない・日中も
眠い……あらゆる悩みが 1時間でスッ
キリ解消できる!  

トキオ・ナレッジ 著  宝島社 
人生も仕事も健康も、睡眠の質で変わ

る！ 睡眠常識のウソ・ホント、誰でも実践

できる熟睡テクニックを紹介。 

2 学期も図書館を使い倒そう！  

2学期が始まりました。さあ、気持ちを切り替えて楽しい 2学期にしましょう。 

皆さんが楽しみにしている学園祭も間近。図書委員会も展示を企画していますの

で、お楽しみに(#^.^#)  夏休み前に借りた本は早めに返してくださいね。 ｂｙ司書 

 

図書館だより 
2２－№6 

令和４年８月２３日発行 
三刀屋高校図書館 

 

＊＊こんなコーナー作っています＊＊ 

入口は「誰かさんのおすすめ本」 

 

館内では 9 月 1 日は防災の日 

1923年 9月 1日の関東大震災を 

教訓に防災の日に制定されました。 

災害はいつどこで起きるか分かりません。 

いざという時どうしたらよいか、日頃から 

考えておきましょう。 

  

ガラスケースの中 

『涼しくなる本』 

目で見て涼める本と 

読んだら背筋から涼しく

なる本を用意しました。 

 まだまだ暑いので、涼し

く過ごす一案にどうぞ。 

 
＊新着図書案内 ＊分類、書名、著者名、出版社、内容の順 ☆はリクエスト 

いらなくなった本、漫画が 

あれば、提供してください！ 
学園祭 2日目に恒例の古本市を行いま

すが、本が足りないです。 

おうちにいらない本、漫画があったら、

図書館まで持ってきてもらえませんか。

古本市の収益は JRC 部を通して、募金

します。ご協力よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 



498-ﾆ 図解眠れなくなるほど面白
い睡眠の話  

西野精治 監修 日本文芸社 
日本人は世界一寝ていない！？ 最先端

の睡眠法で眠りを変えよう。睡眠の新常識

や科学的メカニズム、「黄金の９０分」の質

を高める極意などを、図表を交えて解説。

スタンフォードに学ぶお悩み別睡眠アド

バイスも掲載。 

 
〔５ 技術・工学〕 
502-ｻ 日本人なら知っておきたい
世界が驚く日本のすごい科学と技術 
左巻健男 編著 笠間書院  
漆、たたら製鉄、全身麻酔、からくり、

ブラウン管、瞬間油熱乾燥法、リチウムイ

オン電池、青色ＬＥＤ、ｉＰＳ細胞…。世

界を動かした日本の科学と技術の粋を、時

代の流れに沿って紹介。 

 

〔宇宙〕538-ｺ 人類がもっと遠い
宇宙へ行くためのロケット入門 

小泉宏之 著 インプレス 
宇宙で何をする？ ロケットはどう飛

ぶ？ 宇宙とロケットの「いろは」を綴っ

た、人類が宇宙に進出するための入門書。

現時点での宇宙開発の実力と、将来の宇宙

開発の方向性を、イラストや写真を交えて

わかりやすく解説。 

 

〔595 美容〕 
595-ｱ 顔型とカラー診断で、自分が
一番きれいに見えるメイクがわかる
本 4type×4color  
あやんぬ 著 KADOKAWA 
顔型×パーツの配置と、パーソナルカラ

ー診断で、メイクがもっと楽しくなる！ 

似合う色の選び方、失敗しないコスメの選

び方、自身の魅力をさらに引き出すメイク

のテクニックを解説。 

 

595-ｽ 最短で美肌になるために知
っておきたいスキンケア大全 
すみしょう 著 KADOKAWA  

美肌に近づく一歩を踏み出そう！ 化粧

品研究系ＹｏｕＴｕｂｅｒ・すみしょうが、

化粧品成分の働き、科学的根拠を中心とし

たスキンケアの方法、あまり知られていな

い化粧品の真実を伝える。Ｑ＆Ａも掲載。 

 

〔料理〕596-ｾ みそ汁はおかずです 
瀬尾幸子 著 学研プラス 
切る、煮る、みそを溶く。ワザ・コツ不

要。誰でも作れて、野菜がたくさん食べら

れる。みそ汁をこよなく愛する瀬尾さんが、

おなじみの食材で作るレシピを紹介。 

 

〔育児〕599-ﾃ カリスマ保育士てぃ
先生の子育てで困ったら、これやって
み! 子どもに伝わるスゴ技大全 
てぃ先生 著 ダイヤモンド社 

カリスマ保育士てぃ先生が、子育てがラ

クになる１３５の言葉とコツ＆ハウツー

を、４コママンガとともに紹介。 

〔農業〕619-ﾀ 謎のアジア納豆 
そして帰ってきた〈日本納豆〉 
高野秀行 著 新潮社  

辺境作家が目指した未知の大陸、それは

納豆だった。山奥のジャングルで出会った

納豆ご飯、ぱりぱりと割れるせんべい納豆、

日本の究極の納豆…。知的好奇心あふれる

ノンフィクション。 

 

〔動物〕645-ｺ ラスト・チャンス! 
ぼくに家族ができた日 
児玉小枝 著 WAVE出版 
動物管理センターに保護された生後２

カ月のえびぞうは、こわがりで人間不信。

なかなかもらい手がつかなかったけれど、

譲渡希望者との出逢いを果たし…。迷い犬

が新家族にひきとられるまでを描く、フォ

トストーリーブック。 

 

〔デザイン〕674-ｻ マイノリティデ
ザイン 「弱さ」を生かせる社会をつく
ろう 澤田智洋 著 ライツ社 
苦手、できないこと、障害…人はみな、

なにかの弱者・マイノリティ。弱さを生か

せる社会をつくろう！ 福祉の世界に飛び

込んだコピーライターが、マイノリティデ

ザインの考え方や実践方法を伝える。ジャ

ケット表面に点字あり。 

 

〔絵本〕726-ｴ おやすみ、ロジャ
ー 魔法のぐっすり絵本  

カール=ヨハン・エリーン 著 飛鳥新社 
むかしむかし、ロジャーという名前の小

さなうさぎがいました。子どもたちの寝つ

きをよくするために書かれた本。 

 

〔726 マンガ〕 
726-ｲ 本屋図鑑 だから書店員はや
められない! : コミックエッセイ 
いまがわゆい 著 廣済堂出版 

「書店員のリアルな１日はどんな感じ

なのか？」を、開店から定時退社の時系列

で描いたコミックエッセイ。書店あるある

など、書店員の仕事を体験できる話が満載。 

 

726-ｺ-41 宇宙兄弟 41  
小山宙哉 著 講談社  

月面で、ムッタとヒビトが再会。その歴

史的瞬間に、世界中が歓喜する！孤独で寂

しかった月面は、マクシム４の到着で一変

した。国際的救出ミッション「FMTE ミッ

ション」完遂に向けて、無事にみんなで地

球へ還ろう！ 

 
726-ｻ 本屋の堀ちゃん  

佐久間薫 著 双葉社  
本屋で働き始めたマイペースな堀ちゃ

ん。変な同僚たちと、個性あるお客さんを

お迎えし…。現役書店員が描く書店あるあ

るコミック。 

 

〔漫画の描き方〕 
726-ｺ マンガで分かりやすい!れもんち

ゃんゼロからイラストはじめます 

幸原ゆゆ 著 パイインターナショナル 

イラストの描き方を、超初心者のれもん

ちゃんを主役にしたマンガで分かりやす

く解説。デジタルツールの使い方や初心者

ならではの悩み、うまく見えるちょっとし

たコツなども、丁寧に紹介。 

 
726-ﾌ マンガキャラデッサン入門  

360°どんな角度もカンペキマスター! 

藤井英俊 監修 西東社  

顔・全身の基本的な描き方から、服・シ

ワの描き方、さまざまなシーンの描き方ま

で、魅力的なマンガキャラクターの描き方

を豊富なイラスト・写真で丁寧に解説する。

マンガ作画のコラムも充実。 

 

〔習字〕728-ﾊ 簡単ルールで突然、
美文字が書ける  

萩原季実子 著 ダイヤモンド社 

すべての字や文章を美しく見せる「コツ」

を覚えることが最短メソッド。本書は 30

のルールを取り入れるだけで、自分の名前

から、一筆箋、伝票、宛名、お礼状、履歴

書まで出番の多いシーンで、見せたくなる

字がたちまち書けるようになる、美文字本。 

 

〔写真〕743-ｱ 憧れのインスタグ
ラマー20 名に学ぶ美しい写真術 
@sherry_1113 [ほか] 著 インプレス 

ポートレート、風景、旅、動物、都市夜

景…。多彩なジャンルで活躍している人気

フォトグラファーの人気の秘密に迫る。イ

ンスタグラムの活用方法や、美しい写真の

撮り方＆仕上げ方、Ｑ＆Ａ、使用カメラや

レンズなども収録。 

 

〔スポーツ〕780-ｽ 弱いメンタルに劇
的に効くアスリートの言葉 : スポー
ツメンタルコーチが教える"逆境"の
乗り越え方  
鈴木颯人 著 三五館シンシャ  

一流はどうやって逆境を乗り越えるの

か？ スポーツメンタルコーチの著者が触

れた多くのアスリートの言葉を紹介する

とともに、メンタルを育てる具体的方法を

徹底解説。 

 
〔816 小論文〕 
816-ｶ 書くべきネタが思いつく看
護医療系小論文頻出テーマ 15 
神尾 雄一郎 著 KADOKAWA 

「よく出るテーマの基本知識が身につ

き、実践的な書き方まで教えてくれる」本。 

現在の最重要医療トピックである「新型コ

ロナウイルス感染症」の章を新設。書くた

めのネタと、書くための方法論をバッチリ

習得でき、学校推薦型選抜・総合型選抜対

策だけでなく一般選抜対策にも使える、オ

ールインワン型参考書。 

 
816-ｺ ワークで覚える小論文頻出
テーマジャンル別キーワード 91 
近藤千洋 編著 桐原書店  
最近数年間の大学入試で出題された小

論文を分析し、今後大学入試の出題が予想

されるテーマ・キーワードをわかりやすく

解説し、小論文学習にとどまることなく、

一般常識理解にも役立つ。 

 
816-ｼﾞ 時事から学ぶ小論文 2022 
第 1号 基礎編 小論文の書き方を

学ぼう 
第 2号 SDGs編. 1 (地球の未来と

自然環境を守る)  
第 3号 SDGs編. 2 (みんなで助け

合う世界を目指して) 
第４号 情報・メディア編（デジタ

ル時代の情報目とメディア） 
朝日新聞社 朝日新聞出版  
大学入試によく出る朝日新聞の記事を

使った小論文対策と添削指導に最適な教

材。報道写真や図表を使った解説コーナー

をはじめ、社説や天声人語を読み解く記

述・論述問題で、自分の意見が論理的に書

けるようになる。大学入試改革で求められ

る思考力、記述力が身につく。 

 
〔英語〕830-ｽ 英語の新常識 
杉田敏 著 集英社インターナショナル 
ＳＮＳなどで使われるインターネット

用語、多様性社会と共に生まれた言葉、ポ

ストコロナ時代に対応した新しい表現…。

ＮＨＫの語学番組で常に社会の動きに呼

応した英語を教えてきたカリスマ講師が、

英語の新常識を紹介。 

 

〔910 日本文学〕 
910-ｶ 森鴎外 よみがえる天才 8 
海堂尊 著 筑摩書房 
医師を家業とする家に生まれ、幼少期か

ら神童と呼ばれた森鷗外。東大医学部に学

び、ドイツ留学を経て、陸軍軍医・作家な

ど多くの分野で膨大かつ質の高い仕事を

こなした森鷗外の全生涯を紹介する。森鷗

外年譜なども収録。 

 
910-ｼ 文豪ナビ司馬遼太郎 
新潮文庫 編 新潮社  

歴史のなかの人物を掘り起こし、新たな

命を吹き込んだ司馬遼太郎。日本とは何か、

日本人とは何かを問い続けた国民的作家

の魅力に迫る。代表作のジャンル別紹介、

くわしい評伝、コラムや讀物などを収録。 

 

〔913 日本の小説〕 
913-ｳ 光源氏に迫る 源氏物語の歴
史と文化  
宇治市源氏物語ミュージアム 編 
吉川弘文館  
主人公・光源氏をキーワードに、歴史・

文学・美術など多様な切り口からアプロー

チ。その生涯や恋愛模様のほか、紫式部の

生きた時代に迫る。 

 
913-ｼ はじめての  
島本理生ほか 著 水鈴社  

文芸の最前線で活躍する 4 人の直木賞

作家が、“小説を音楽にする”ユニット

YOASOBI とコラボレーションし、小説、

音楽、映像など、さまざまなジャンルで作

品を展開しながら物語世界をつくりあげ

ていく、壮大なプロジェクトが始まった。

小説のテーマは、「はじめて〇〇したとき

に読む物語」。 

 
☆913-ｼ-12 ソードアート・オンライ
ンオルタナティブガンゲイル・オンラ
イン 12   
時雨沢恵一 [著] KADOKAWA 

第５回スクワッド・ジャムで１億クレジ

ットがかかった賞金首にされてしまった

レンは、一時的にビービー、ボス、デヴィ

ッドと手を組む。どうにか陣形を整えたレ

ン達の前にグレネード・ランチャー使いの

フカ次郎が現れ…。 

 

913-ｼ 竜馬がゆく 全８巻  

司馬遼太郎 著 文藝春秋  
「薩長連合、大政奉還、あれｧ、ぜんぶ竜

馬一人がやったことさ」と、勝海舟は言っ

た。坂本竜馬は幕末維新史上の奇蹟といわ

れる。彼は土佐の郷士の次男坊にすぎず、

しかも浪人の身でありながらこの大動乱

期に卓抜した仕事をなしえた。竜馬の劇的

な生涯を中心に、同じ時代をひたむきに生

きた若者達を描く長編小説。 

 

913-ｼ-7  後宮の烏 ７  
白川紺子 著 集英社  
烏漣娘娘の半身を求めて幽宮と楽宮の

神の境界である界島へ渡ろうとする寿雪

だったが、海底火山の噴火の影響で海路が

封鎖される。寿雪は己の内にいる烏に呼び

かけ、現状を打開する術を探ろうとし…。

中華幻想譚、完結。 

 

913-ﾋ マスカレード・ゲーム  
東野圭吾 著 集英社  

解決の糸口すらつかめない 3 つの殺人

事件。共通点はその殺害方法と、被害者は

みな過去に人を死なせた者であることだ

った。捜査を進めると、その被害者たちを

憎む過去の事件における遺族らが、ホテ

ル・コルテシア東京に宿泊することが判明。

警部となった新田浩介は、複雑な思いを抱

えながら再び潜入捜査を開始する――。 

 

913-ﾎ 夜に駆ける YOASOBI小説集 
星野舞夜ほか 著 双葉社  

「小説を音楽にするユニット」ＹＯＡＳＯ

ＢＩの恋愛ソングの原作小説集。 

 
913-ﾏ コンビニ兄弟 テンダネス門
司港こがね村店 １・２  

町田そのこ 著 新潮社  

九州だけに展開するコンビニチェーン

「テンダネス」の名物店「門司港こがね村

店」。魔性のフェロモン店長・志波三彦の元

には超個性的な常連客（兄含む）たちと、

悩みを抱えた人がやってきて…。心温まる

お仕事小説。 

 

913-ﾐ-0  夢をかなえるゾウ 0 
水野敬也 著 文響社  

「「夢」がないやて？ ほな「夢の見つけ

方」教えたろか」 主人公を「宇宙一の偉人

に育てる」とガネーシャは宣言したが、そ

もそも彼にはかなえたい夢がなくて…。ガ

ネーシャの生い立ちも明かされる、夢ゾウ

シリーズの原点。 

 

913-ﾐ-1 龍ノ国幻想 1  

三川みり 著 新潮社  

命の尊厳を守る国に変えるために次期

皇位を目指す日織は、実は女。皇位を狙う

男たちの野望渦巻く闘いに日織は勝ち得

るのか。そして日織の２人の妻たちを待ち

受ける運命とは。壮大なる男女逆転宮廷物

語、開幕。 

 

913-ﾔ 定安と慶徳 山陰最後の殿様 
山口信夫 著 山口信夫  
松江藩・７鳥取藩の最後の殿様の物語 

  
913-ﾖ リカーシブル  

米澤穂信 著 新潮社  
父の失踪により母親の故郷に越してき

た越野ハルカは、弟とともに過疎化が進む

地方都市での生活を始める。だが、町では

高速道路の誘致運動を巡る暗闘と未来視

にまつわる伝承が入り組み、不穏な空気が

漂い出していた。そんな中、弟サトルの言

動をなぞるかのような事件が相次ぎ…。 

１０代の切なさと成長を描く、心突き刺す

青春ミステリ。 

 

〔エッセイ〕914-ﾖ  養老先生のさか
さま人間学 
養老孟司 ぞうさん出版事業部 
参勤交代からウンチ、オシッコまで、養

老先生が漢字１文字をお題にして、見開き

２ページで世の中の出来事を深く、鋭く、

あたたかく、独自の視点で語る。愛猫まる

も登場するマンガも掲載。 

 

933-ﾄﾞ バスカヴィル家の犬 
コナン・ドイル 著 新潮社 
 旧家バスカヴィル一族の当主の遺体が

発見された。死因は心臓発作。遺体発見現

場には巨大な猟犬の足跡が。実は、呪われ

た魔犬伝説により一族では不可解な最期

を遂げた者が多く…。得体の知れない難事

件にホームズが挑む。ホームズシリーズ中

最大の長編。 

＊今年映画化もされ、話題になりましたよ。 

 
司書のこの夏の一冊 

『疲れたら休めばいい、ということ
が何故こんなにもヘタクソなんだろ
う。』 ともえ著 学研プラス 
 雲南市在住の著者のともえさんは
漫画家でカウンセラー。少し強めでひ
ねくれた言葉に猫のキャラクターを
添えた「ネコトバ」が掲載。どの「ネ
コトバ」も心に刺さります。気になる
人はぜひ読んでみて。 


