
 

 

 

 

 

知識・哲学・宗教 

『１日１ページ、読むだけで身につく世界の

教養３６５』 

デイヴィッド・Ｓ・キダー[ほか]／著 

『理科系の読書術 インプットからアウト 

プットまでの２８のヒント』 

鎌田 浩毅／著 

『パラドックス 論理分析への招待』 

中村 秀吉／著 

『知ってるつもり 無知の科学』 

スティーブン・スローマン[ほか]／著 

『なんでもわかるキリスト教大事典』 

八木谷 涼子／著 

社会科学 

『１８歳から考える人権』 宍戸 常寿／編 

『戦国大名と分国法』（岩波新書） 

清水 克行／著 

『ゲームの理論と経済行動 １～３』 

Ｊ.フォン・ノイマン[ほか]／著 

『やさしい行動経済学』日本経済新聞社／編 

『未来の年表 ２』    河合 雅司／著 

『戦争体験と経営者』（岩波新書） 

立石 泰則／著 

 

 

 

 

 

 

『世界を変えた１４の密約』 

ジャック・ペレッティ／著 

『日本の分断 切り離される非大卒若者 

たち』          吉川 徹／著 

『境界に生きる 暮らしのなかの多文化 

共生』          孫 美幸／著 

『総介護社会 介護保険から問い直す』 

（岩波新書）       小竹 雅子／著 

『「家事のしすぎ」が日本を滅ぼす』 

佐光 紀子／著 

『働き方の哲学 ３６０度の視点で仕事を 

考える』         村山 昇／著 

『１０年後の仕事図鑑 新たに始まる世界で

君はどう生きるか』 

落合 陽一，堀江 貴文／著 

『「ＡＩで仕事がなくなる」論のウソ 

この先１５年の現実的な雇用シフト』 

海老原 嗣生／著 

『現場からみた「子どもの貧困」対策  

行政・地域・学校の現場から』 

小沢 修司／編 

 

自然科学 

『数理物理学の方法』 

Ｊ.フォン・ノイマン／著 

『人類危機 未来への扉を求めて』 

日経サイエンス編集部／編 

『先端医療の挑戦 再生医療、感染症、がん 

創薬研究』       中西 真人／編 

『脳の意識 機械の意識 脳神経科学の 

挑戦』         渡辺 正峰／著 

『臨床検査技師になるには』岩間 靖典／著 

 

芸術・言語 

『Ｋ－ＰＯＰ 新感覚のメディア』 

（岩波新書）        金 成玟／著 

『採点者の心をつかむ 合格する小論文』 

中塚 光之介／著 

『小論文 書き方と考え方』大堀 精一／著 

 

文学 

『原民喜 死と愛と孤独の肖像』（岩波新書） 

梯 久美子／著 

『プラスチックとふたつのキス』 

『メッセージ』 『過敏症』 『夏の子供』 

榎田 ユウリ／著 

『カーテンコール！』   加納 朋子／著 

 

 

 

『家庭教室』     伊東 歌詞太郎／著 

『さざなみのよる』     木皿 泉／著 

『ファーストラヴ』    島本 理生／著 

 

 

 

『夏の祈りは』     須賀 しのぶ／著 

『ぼくらのコブラ記念日』  宗田 理／著 

『おカネの教室 僕らがおかしなクラブで 

学んだ秘密』      高井 浩章／著 

 

 

 

『六月の雪』       乃南 アサ／著 

『恋する図書館は知っている』 

藤本 ひとみ／原作 

『蜜のあわれ・われはうたえどもやぶれかぶ

れ』          室生 犀星／著 

『バッグをザックに持ち替えて』 

唯川 恵／著 

 

 

 

『救命センター「カルテの真実」』 

浜辺 祐一／著 
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一度は懲りたはずだった。愛犬ルイの喪失か

ら再び登山に目覚めた作家によるエッセイ。 

 

閉校予定の萌木女学園。全員卒業させるため

行われる補習に集まった生徒たちとは… 

経済記者が娘たちのために執筆した、面白

く読むだけでお金のことが分かる物語。 

父親殺害の容疑で逮捕された女子大生。その

動機は何なのか…第１５９回直木賞受賞作。 

無理心中、虐待、ＤＶ…現役医師が描く救急

医療の現場から超高齢化社会日本が見える。 



 

 

 

 

 

『図解でわかる暗記のすごいコツ 誰でも 

確実に結果が出せる３５のテクニック』 

碓井 孝介／著 

『超図解７つの習慣 基本と活用法が１時間

でわかる本』       中野 明／著 

『寝たきり社長佐藤仙務の挑戦 指先１セン

チの起業家』      塩田 芳享／著 

『猫のハローワーク』   新美 敬子／著 

 

 

 

『午前０時の忘れもの』  赤川 次郎／著 

 

 

 

『正義のセ ユウズウキカンチンで何が 

悪い！』       阿川 佐和子／著 

『気まぐれ食堂 神様がくれた休日』 

有間 カオル／著 

 

 

 

『仇敵』         池井戸 潤／著 

『ｉｆの悲劇』      浦賀 和宏／著 

 

 

 

『営繕かるかや怪異譚』 小野 不由美／著 

『作家探偵は〆切を守らない ヒラめいちゃ

うからしょうがない！』小野上 明夜／著 

『浮雲心霊奇譚 白蛇の理』 神永 学／著 

『神様は毛玉 オタクな霊能者様に無理矢理

雇用されました。』   栢野 すばる／著 

 

 

 

『半分、青い。 上』  北川 悦吏子／著 

『国会議員基礎テスト』  黒野 伸一／著 

 

 

 

『房総グランオテル』  越谷 オサム／著 

 

 

 

『ゆきうさぎのお品書き ６時２０分の肉 

じゃが』        小湊 悠貴／著 

 

 

 

『夜葬』 『＃拡散忌望』 最東 対地／著 

『校長、お電話です！』  佐川 光晴／著 

 

 

 

『火定』         澤田 瞳子／著 

『憧れの作家は人間じゃありませんでした 

 ３』          澤村 御影／著 

『箱根の坂 上・中・下』 

司馬 遼太郎／著 

『闇に香る噓』      下村 敦史／著 

『シロクマ係長の奇跡』  鈴森 丹子／著 

 

 

 

『死に支度』      瀬戸内 寂聴／著 

『みとりし』      高森 美由紀／著 

 

 

 

『お迎えに上がりました。国土交通省国土 

政策局幽冥推進課』   竹林 七草／著 

 

 

 

『ショートショート千夜一夜』 

田丸 雅智／著 

『０能者ミナト １１』   葉山 透／著 

『未来のミライ』      細田 守／著 

『秘密』         東野 圭吾／著 

 

 

 

『死にかけ探偵と殺せない殺し屋』 

真坂 マサル／著 

『殺人鬼探偵の捏造美学』 御影 瑛路／著 

『セロ弾きのゴーシュ』  宮沢 賢治／著 

『京洛の森のアリス』   望月 麻衣／著 

 

 

 

『小説魔法使いの嫁 金糸篇』 

『小説魔法使いの嫁 銀糸篇』 

ヤマザキ コレ／監修 

『黄泉がえりの町で、君と』 

雪富 千晶紀／著 

『盤上の向日葵』     柚月 裕子／著 

 

 

 

『過去で君が待っている。』  吉月 生／著 

『殺戮の罠 オッドアイ』 渡辺 裕之／著 

『不死身の特攻兵 軍神はなぜ上官に反抗し

たか』         鴻上 尚史／著 

 

 

 

中学校選本会が７月１８日に行われ

４５冊の本が購入されました。 

図書館入口付近に展示していますの

でご利用ください。(貸出できます) 

世界各地で出会った猫たち。働いているとし

たら職業は何？ かわいいフォトエッセイ。 

 

９回出撃して９回生きて帰ってきた元特攻

隊員、佐々木友次さんの生涯とは。 

 

 

両親をなくした少女ありすは、舞妓修行のた

め京都へ。そのお供はウサギとカエルで… 

 
それぞれに悩みを抱える４人の幼なじみた

ち。彼らを救うのはしゃべるシロクマ!? 

 

バスの転落事故により、妻の直子が娘の藻奈

美の体に…杉田家の奇妙な生活の行方は。 

問題頻発の母校を立て直すため、異例の若さ

で着任した新米校長の奮闘を描く物語。 

 

 

 

高速バスが湖に転落。一か月後、死者たちか

ら残された人たちにメッセージが届き… 

会社倒産から夕霞が流れ着いたのは、地縛霊

などを立ち退かせる不思議な仕事だった。 

 

生きものの言葉がわかる薫の仕事はペット

の看取り。彼らの最期の想いとは… 

 

 

白骨遺体とともに発見された将棋の駒。新米

刑事佐野は変わり者の石破と捜査を始める。 

小説家の加納は殺人を犯し、帰路で男性を轢

きかける。ここから物語は２つに分岐し… 

 

料理人なのに手を骨折、恋人にも逃げられた

実果は瀬戸内の島で「休日」を過ごすことに。 

 

号泣、セクハラ、不倫…議員の資質に疑問を

抱いた秘書は試験を課すことを考え始める。 

 

高２の夏海は海辺の民宿の看板娘。明日は休

校、従姉妹とのお泊まり会を画策するが… 

食が細く貧血で倒れてしまった大学生の碧

は、ある小料理屋を営む青年に助けられる。 

 

普通の会社員だった啓介は、突然謎の毛玉生

物『自称・神様』に取り憑かれてしまい… 

 


