
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 小説類 ☆ 

 

『きことわ』 朝吹真理子著（913.6－アサ） 

葉山の高台にある別荘で、幼い日をともに過ごした

貴子と永遠子。ある夏、突然断ち切られたふたりの

親密な時間が、25年後、別荘の解体を前にふたたび

流れ始める。-芥川賞受賞作- 

 

☆ 『県庁おもてなし課』  
有川浩著（913.6－アリ） 

とある県庁に生まれた新部署
「おもてなし課」。お役所仕事
と民間感覚の狭間で揺れる若
手職員・掛水の奮闘が始まっ
た!? 

 

☆『ドクター・サンタの住宅研究所』 
稲葉なおと作（913.6－イナ） 

昨日までなにもなかったはず
のところにあらわれた、不思議
な建物。そこには、世界中の家
の情報をすべて持つという、風
変わりな博士が待っていた。博
士の手にかかると、住まいにな
んの関係もないはずの悩みに、
意外な解決策がみえてくる―。 

 

＊『囲碁小町嫁入り七番勝負』 
犬養六岐著（913.6－イヌ） 

腕自慢のおじさまたちをなぎ倒し、

囲碁小町の異名を取るおりつに、前

代未聞の、縁談を賭けた勝負が持ち

込まれた。嫁入りをかけた七番勝負。

負け越したらあの男の許へ─  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『エースの系譜』  
岩崎夏海著（913.6－イワ） 

「もしドラ」の著者がどうしても書きた

かった青春野球小説。 

 

＊ 『人質の朗読会』 小川洋子著（913.6－オガ） 

紙をめくる音、咳払い、慎み深い拍手で朗読会がは

じまる。祈りにも似たその行為に耳を澄ませるのは、

人質たちと見張り役の犯人、そして･･･ 

 

☆ 『ハタラクオトメ』 桂望実著（913.6－カツ） 

北島真也子、OL。ひょんなことか

ら「女性だけのプロジェクトチー

ム」のリーダーに。任務は、新製

品の開発。部署を超えて集められ

た 5 人と必死に企画を立てるも、

その良し悪しを判断される前に、

よくわからない男社会のルールに

邪魔される。 

 

『漂砂のうたう』 木内昇著（913.6－キウ） 

明治 10 年、根津遊郭。維新から取り残された男と

女が求めたものは。直木賞受賞作 

 

☆ 『オジいサン』京極夏彦著（913.6－キヨ） 

益子徳一、七十二歳、独身。定年後の人生を慎
ましく過ごす独居老人の大真面目で可笑しく
て少しだけせつない日常。 
 

『大人への階段② 泣いちゃいそうだよ；高校

編』 小林深雪著（913.6－コバ） 

小川凛、初めての失恋。胸が痛くて、

痛くてたまらないよ。 

 

☆ 『ぬらりひょんの孫 京都夢幻夜話』 
 椎橋寛, 大崎知仁著（913.6－シイ） 

 

☆ 『ＳＫＥＴ ＤＡＮＣＥ ① 真説! 学園七不

思議』 篠原健太, 

 平林佐知子著（913.6－シノ） 

 

☆ 『冷血硬派高杉くん銀魂 : 帰ってきた 3 年 Z 組銀八

先生リターンズ』 空知英秋, 大崎知仁著（913.6－ソラ） 

 

『おしまいのデート』  
瀬尾まいこ著（913.6－セオ） 

待ち合わせが生み出すワクワクする

気持ち、楽しいひととき、別れる時の

ちょっとした切なさ。この世はいろん

なデートで溢れてる。 

 

＊ 『ワーカーズ・ダイジェスト』  
津村記久子著（913.6－ツム） 

32 歳は欲望も希望も薄れていく年だった。けれど、

きっと悪いことばかりじゃない。 

 

『苦役列車』 西村賢太著（913.6－ニシ） 

その日暮らしの港湾労働で生計を立てている十九

歳の貫太。或る日彼の生活に変化が訪れたが…。芥

川賞受賞 

 

＊ 『川あかり』 葉室麟著（913.6－ハム） 

腕もなければ勇気も自信もない。藩で一番の臆病者

が刺客になった。 

 

『「時間」の作法』 林望著（914.6－ハヤ） 

リンボウ流の時間を無駄にしない実践術と心得術。 

 

“ＩＱ探偵ムー タクトＶＳムー” 深沢美潮著（913.6－フカ） 

『日本一の小学生探偵を探せ！？ 上・下』  
『夢羽、マジシャンになる。上・下』 

 

『天狗の剣 : 幕末京都守護職始末』 
藤本ひとみ著（913.6－フジ） 

会津の小天狗、幕末を翔ける！ 

 

『偉大なる、しゅららぼん』  
万城目学著（913.6－マキ） 

琵琶湖畔の街・石走に住み続ける日出

家と棗家には、代々受け継がれてきた

「力」があった。高校に入学した日出

涼介、日出淡十郎、棗広海が偶然同じクラスになっ

た時、力で力を洗う戦いの幕が上がった！ 

 

☆ 『花の鎖』 湊かなえ著（913.6－ミナ） 

毎年届く謎の花束。差出人のイニシ
ャルは「K」。女たちが紡ぐ感動のミ
ステリ。 
 

『月と蟹』 道尾秀介著（913.6－ミチ） 

やり場のない心を抱えた子どもたち

が始めた、ヤドカリを神様に見立て

るささやかな儀式。やがてねじれた

祈りは大人たちに、そして少年たち

自身に不穏なハサミを振り上げる。

直木賞受賞作 

 

 

☆ 文 庫（全部購入希望） ☆ 

 

『神様のメモ帳⑥』杉井光著 

『バカとテストと召喚獣⑨』 井上堅二著 

『恋する心は“あなた”限定』綴季著  

『隣のアイツ』まあ著 

『王様彼氏とペットな彼女！？』なぁな著 

『新約とある魔術の禁書目録』 鎌池和馬著 

『ＩＳ＜インフィニット・ストラトス＞①～⑦』  

弓弦イズル著 

『君に届け①～⑨』下川香苗著/椎名軽穂原作 

『ＧＯＳＩＣＫ シリーズ』桜庭一樹著 

『完全犯罪に猫は何匹必要か？』 

 東川篤哉著 

『最後の息子』吉田修一著 

『女子大生会計士の事件簿①～⑥』  

山田真哉著 

 

 

☆ ＣＤ ☆ 

 

『歌姫 BEST 女性ヴォーカリスト』  
『冬キブン』 

 

 

☆ 楽 譜 ☆ 

 

☆『 UVERworld ベスト・セレクション : ピアノソロ』  
内田美雪 [ほか] ピアノ編曲 

 

 

☆ マンガ ☆ 

 

『星守る犬 続』 村上たかし著 

あの日、拾われなかったもう一匹の

子犬がいた。 

 

＊『くるねこ⑥⑦』 くるねこ大和著 

 

『ツレと貂々、うつの先生に会いに行く』  
細川貂々, 大野裕著 

うつになりやすい考え方のクセって！？ 

新着案内 らい★ぶらり 
～ほんのほんのいちぶ ５月１６日～６月４日 展示分より～ 
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� 著者の後ろの（  ）内の数字とカタカナは請求記号というもので、本の背中についている
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☆ 小説以外の単行本 ☆ 

 

『先読み「情報脳」の鍛え方 : 情報中毒社会サバイバル

ガイド』 小関悠著（007.3－コ） 

情報の山から１％の宝を見出す！ 

 

『「学ぶ」ことの意義を語ろう』 齋藤孝著（002－サ） 

齋藤教授が熱く語る「学ぶ意義」についての集中講

義。 

 

☆『おかえり。5 ねんぶりの生協の
白石さん』 白石昌則著（049－シ） 

ベストセラー『生協の白石さん』5

年ぶりのやさしいお悩み相談室。新

入社員からニートまで、いろいろな

若者たちから寄せられた、オトナの

悩みに答えます。 

 

『友達がいないということ』 小谷野敦著（158－コ） 

文学作品を始めさまざまな視点から描く、ネット時

代の友達論。 

 

☆『あなたに「幸せな奇跡」がいっ
ぱい起こる本 : 今日から始まる 100%ハ

ッピー生活』 高津理絵著（159－タ） 

だれもが人生に「奇跡」を起こす

ことができる方法をアドバイスし

ます。あなたの魂に“光”と“輝

き”を与えてくれる本。 

 

『松下幸之助「最後の言葉」』  
秋葉賢也著（159.8－マ） 

今の私たちを支える松下幸之助の言葉 

 

『自由であるということ : 旧約聖書を読む』  

エーリッヒ・フロム著（193.1－フ） 

旧約聖書は革命的な書物である。 

 

『修道院の断食 : あなたの人生を豊かにす

る神秘の 7 日間』 ベルンハルト・ミュラー著 

ペーター・ゼーヴァルト編（195.8－ミ） 

なぜ、世界中の文化や宗教に断食とい

う行為が存在し、受け継がれてきたの

か。 

 

『図説地図とあらすじでわかる!古代ローマ人の
日々の暮らし』 坂本浩監修（232－ズ） 

華麗なる繁栄に生きた人々の知られざる日常とは。 

 

『日本史に出てくる組織と制度のこ
とがわかる』  

新人物往来社編（322.1－ニ） 

冠位十二階から内閣制度まで図表で読

み解く。 

 

『「しゃべらない」技術 : 困った・苦手がスーッと消える「超」

しゃべる技術』 麻生けんたろう著（336.4－ア） 

あなたの「しゃべり」をもっと活かす！輝かせる！

逆転コミュニケーション！ 

 

『ホテルで働く人たち（しごと場見学！）』  
中村正人著（366.29－シ） 

 

『かんたん！楽しい！バスレク』  
阿部直美著（376.14－ア） 

遠足がもっと盛り上がる！！ 

 

『保育園・幼稚園の年中行事完全
マニュアル』 矢野真  

加藤道子著（376.14－ヤ） 

 

☆ 『子どもに教えてあげたいノートの取り方 : 成績

が伸びる子の勉強術』 高濱正伸, 持山泰三著（379.9－タ） 

講演等で、東奔西走の超人気講師、

高濱先生が、今回はじめて、成績が

伸びる子はどんなノートを取ってい

るか、をお話しします。生徒さんの

実際のノート例も科目別に公開しま

す。 

 

『墓は、造らない : 新しい「臨終の作法」』 
島田裕巳著（385.6－シ） 

「家墓」に縛られる必要はない。 

 

『グリーフケア : 見送る人の悲しみを癒す : 「ひだまりの会」の

軌跡』 古内耕太郎, 坂口幸弘著（385.6－フ） 

愛する人を喪った悲しみは、一人で我慢しなくても

いいのです。 

 

『日常の疑問を物理で解き明かす : スカイツリーの展望

台からどこまで見える?携帯電話をアルミホイルで包むとどうな

る?』 原康夫, 右近修治著（420.4－ハ） 

 

『生きものお宅拝見！』 北村雄一著（481.7－キ） 

 

『生きてるだけでいいんです。』  
香山リカ著（490.4－カ） 

大切なのは失敗しないことではなく、

失敗を認め、その後どうやって立ち直

るかということ。 

 

『脳の科学史』 小泉英明著（491.371－コ） 

脳の可能性とすべての人々が幸福に感じられる脳

の役割を歴史的事実から紐解く。 

 

『医療格差』 川田龍平著（498.13－カ） 

日本の医療はまさに崖っぷち。なぜ日本の医療は改

善されないのか。 

 

＊ 『キラリ看護』 川島みどり著（498.14－カ） 

＊ 『看護とはどんな仕事か : 7 人のトップ・ランナーたち』  

久常節子編（498.14－カ） 

病院、地域、世界を舞台に活躍する 7人の看護界ス

ペシャリストが生き生きと語る、看護の可能性。看

護を教える人、学ぶ人、そして何より看護を実践す

る人へ贈る一冊。  

 

＊ 『看護の魅力』  山崎摩耶著（498.14－ヤ） 

中学生や高校生のみなさんが看護婦

になりたいと思ってくださったとき、

または勉学中の看護学生に、ぜひ知っ

ていただきたいと思って、著者流「看

護の世界の魅力」をやさしく語ってみ

たものです。 

 

『医師という生き方』 茨木保著（498.14－イ） 

医療・医学に情熱を燃やした７人の偉人たち 

 

『不眠症の科学 : 過労やストレスで寝つけない現代人が効

率よく睡眠をとる方法とは?』 坪田聡著（498.36－ツ） 

体内時計とストレスをコントロールして毎日快

眠！ 

 

『素晴らしき３Ｄの世界』 麻倉怜士著（547.8－ア） 

急速に拡がる３Ｄの最新事情と未来像 

 

『世界の傑作戦車 50 : 戦場を駆け抜けた名タンクの実力

に迫る』 毒島刀也著（559.4－ブ） 

世界初の戦車から最新鋭の戦車まで、その実力や特

徴に迫る。 

 

＊ 『サンドウィッチは銀座で』  
平松洋子著（596－ヒ） 

お腹の虫が暴れ出す。絶品エッセイ

とマンガのおいしい競演 

 

『料理の教科書ビギナーズ : これなら

できそう!』 牧野直子著（596－マ） 

 

『お菓子の教科書ビギナーズ : これならできそう!』 
矢崎美月代著（596.6－ヤ） 

 

『うちの３姉妹⑮』 松本ぷりっつ著（599－マ） 

 

『ミルク世紀 : ミルクによるミルクのためのミルクの本』 
寄藤文平, チーム・ミルクジャパン筆（648.1－ヨ） 

今日からはじまる、新しいミルクの

世界。牛乳が日本を元気にする。 

 

『行列ができる奇跡の商店街』  
吉崎誠二著（673.7－ヨ） 

繁盛するには理由がある！ 

 

☆ 『銀魂あにめパラパラ館』  
空知英秋原作（726.1－ソ） 

☆ 『「ガンダム」の家族論』  
富野由悠季著（726.1－ト） 

 

☆ 『Fullmetal alchemist : 荒川弘イラスト集』 
荒川弘著（726.1－ア） 

 

☆ 『ぬらりひょんの孫 妖秘録 : キャラクター公式デー

タブック』（726.1－シ） 

 

『MOE 絵本教室 : 絵本作家におそわ

る描き方』 
ＭＯＥ編集部編（726.5－モ） 

あこがれの絵本作家をめざそ

う！ 

 

『上達の技術 : 一直線にうまくなるための極意』  

児玉光雄著（780.7－コ） 

正しい努力の仕方を科学で解き明かす。 

 

『信頼する力 : ジャパン躍進の真実と課題』  

遠藤保仁著（783.47－エ） 

あの時、現場では何が起きていたのか？日本代表の

過去、現在、そして未来。 

 

☆ 『心を整える。 : 勝利をたぐり寄せるための 56 の習慣』 
長谷部誠著（783.47－ハ） 

心は鍛えるものではなく、整えるも

の。いかなる時も安定した心を備え

ることが、常に力と結果を出せる秘

訣だ。日本代表キャプテンとして、

チームを勝利へ導いた男の実践的

メンタルコントロール術。 

 

『考える野球』 野村克也著（783.7－ノ） 

才能があってもプロの世界で成功できない者がい

る。一方、そこそこの才能なのに一流に育つものも

いる。プロで成功する選手とは？ 

 

『おすもおうさん』 高橋秀実著（788.1－タ） 

「八百長」で大揺れの相撲界。・・・ですが、そも

そもすもうって何？ 

 

『二天一流はなぜ強かったのか : 「剣術」の日本史』 
中嶋繁雄監修（789.3－ナ） 

歴史小説、時代劇の見方がガラッと変わる！ 

 

『パズル学入門 : パズルで愛を伝えよう』 
東田大志著（798－ヒ） 

パズルは芸術だ！ 

 

『漢字が日本語をほろぼす』  
田中克彦著（810.9－タ） 

漢字が日本語を閉じた言語（外国人

にとって学びにくい言語）にしているという事実を、

私たちはもっと自覚しなければいけない。 


