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人気シリーズ最新刊続々入荷中♪

●イエロー・サブマリン 東京バンドワゴンシリーズ15

小路幸也 著 集英社

●珈琲店タレーランの事件簿７ 悲しみの底に角砂糖を沈めて

岡崎 琢磨 著 宝島社

●ビブリア古書堂の事件手帖Ⅲ ～扉子と虚ろな夢～

三上 延 著 KADOKAWA

●やめるな外科医 泣くな研修医4

中山 祐次郎 著 幻冬舎

●マスカレード・ゲーム「マスカレード」シリーズ４

東野圭吾 著 集英社

●探花―隠蔽捜査９― 今野敏 著 新潮社

梅雨と聞くとたわわに実った梅の実がしっとりと

雨に濡れている、そんなイメージが浮かびます。

梅の青々とした色とさわやかな香りは、癒しと落

ち着きを与えてくれます。そんな梅雨時にぴったり

の物語を一つご紹介します。

『NHK国際放送が選んだ日本の名作 １日10

分のごほうび』（双葉社）に収録されている田丸

雅智さんの作品です。その名も『海酒』。梅では

ありません。海です。

主人公が潮の香りに誘われて入った都会の裏

路地に佇む一軒のバー。メニユー表には地名が

ずらり。不思議に思いながら注文すると、出てきた

グラスを見て主人公は呆然とします。

グラスの中のお酒はエメラルドグリーンに染め

上げられ、表面には細かく波が立っているのです。

そこは全国各地の海が閉じ込められた世にも奇

妙な海酒専門店でした。主人公はここで、心の奥

底でずっと忘れられずにいた故郷の海と再会しま

す。

わずか５ページの短編小説のなかに、甘酸っぱ

いノスタルジーがぎゅっと詰まった印象深いお話

です。海を閉じ込めたお酒はどんな味がするので

しょうか。もしもこんなバーがあったら、あなたはど

この海をオーダーしますか？

『 』辻村深月著

→展示コーナーに折り紙で作ったあじさ

いを飾っています。色が変わることから

「移り気・浮気・無常」などの花言葉が

ついているあじさい。種類も豊富で、中

には「ダンスパーティー ハッピー」と

いう素敵な名前の品種も。常に変化する

世の中で流れにのりながら手を取り合っ

て生きる喜びを語りかけているようです。

話題の本  
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書　　　名 著　者 請求番号
奇跡のバックホーム 横田　慎太郎  783　ヨ

おとめ六法 上谷さくら　岸本学  320　カ

「男女格差後進国」の衝撃 治部　れんげ  367　シ

はじめてのデザイン思考 伊豆　裕一 336　イ

隠居すごろく 西條　加奈 913　サ

十三世紀のハローワーク グレゴリウス山田 366　ク

この恋は世界でいちばん美しい雨 宇山　佳佑 913　ウ

ウクライナを知るための65章 服部倫卓、原田義也 302　ハ

徳川15代将軍解体新書 河合　敦 281　カ

資源争奪の世界史 平沼　光 501　ヒ

夜の都 山吹　静吽 913　ヤ

珈琲店タレーランの事件簿７ 岡崎　琢磨 913　オ

ビブリア古書堂の事件手帖III ～扉子と虚ろな夢～ 三上　延 913　ミ

メタバース　さよならアトムの時代 加藤　直人 548　カ

図説　世界の地域問題100 漆原和子・藤塚吉浩　ほか 290　ウ

香君　上・下 上橋　菜穂子  913　ウ

きたきた捕物帖 宮部　みゆき  913　ミ

夏の体温 妹尾　まいこ 913　セ

個別最適な学び×協働的な学びを実現する学級経営 赤坂　真二 374　ア

＜必要＞から始める仕事おこし 日本労働者協同組合連合会　編  335　ニ

福島人なき「復興」の10年 豊田　直巳  369　ト

外国人労働相談最前線 今野　晴貴  366　コ

地球の歩き方ムー　異世界の歩き方 地球の歩き方編集室 290　チ

地球の歩き方　W10　世界197ヵ国のふしぎな聖地＆パワースポット 地球の歩き方編集室  290　チ

地球の歩き方　W07　世界のグルメ図鑑 地球の歩き方編集室 383　チ

地球の歩き方　W09　世界のすごい城と宮殿333 地球の歩き方編集室 520　チ

地球の歩き方　W08　世界のすごい巨像 地球の歩き方編集室 712　チ

地球の歩き方　W１１　世界の祝祭 地球の歩き方編集室 386　チ

物語を作る人のための世界観設定ノート 鳥居　彩音 901　ト

大谷翔平野球翔年　Ⅰ日本編 石田　雄太 783　イ

10秒でウケる理系の話、ぜんぶ集めました。 話題の達人倶楽部　編 400　ワ

日本の経済安全保障 渡邉　哲也 333　ワ

レジェンドアニメ！ 辻村　深月 913　ツ

花咲小路二丁目の寫眞館 小路　幸也 913　シ

なんとなーく物理 ネコザメタカシ 420　ネ

天の蚕が夢をつむぐ 谷本　雄治 586　タ

聞きたい言葉　おいしいコーヒーのいれ方　Ⅸ 村山　由佳 913　ム

夢のあとさき　おいしいコーヒーのいれ方　Ⅹ 村山　由佳 913　ム

日本語の大疑問 国立国語研究所　編 810　コ

本当は私だって数学が好きだったんだ 長岡　亮介 410　ナ

根っからの文系のためのシンプル数学発想術 永野　裕之 410　ナ

「数学をする」ってどういうこと？ 小山　信也 410　コ

味わう数学　世界は数学でできている 数理　哲人 410　ス

死体の汁を啜れ 白井　智之 913　シ

英文法を哲学する 佐藤　良明 835　サ

献灯使 多和田　葉子 913　タ
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地球にちりばめられて 多和田　葉子 913　タ

核兵器禁止から廃絶へ 川崎　哲 319　カ

学校で困っている子どもへの支援と指導 安居院みどり　萬木はるか 378　ア

最新教育動向2022 教育の未来を研究する会 372　キ

#教師のバトン　とはなんだったのか 内田良　斎藤ひでみ　島﨑量 374　ウ

「感動ポルノ」と向き合う 好井　裕明 369　ヨ

「障害」ある人の「きょうだい」としての私 藤木　和子 369　フ

食虫植物　進化の迷宮をゆく 福島　健児 471　フ

世界滅亡国家史 ギデオン・デフォー 209　テ

心心　東京の星、上海の月 石田　衣良 913　イ

ショートケーキ。 坂木　司 913　サ

世界で一番美しいクラゲ図鑑 水口　博也　戸篠　祥 483　ミ

古典の裏 松村　瞳 910　マ

歴史思考 深井　龍之介 204　フ

13歳から分かる！人を動かす　カーネギー 藤屋　伸二 159　フ

今から身につける「投資の心得」 八木　陽子 338　ヤ

イエロー・サブ・マリン 小路　幸也 913　シ

ミシンと金魚 永井　みみ 913　ナ

時事から学ぶ小論文　2022　第２号 朝日新聞出版 816　ア

焼酎の科学 鮫島　吉廣、高峯　和則 588　サ

春のこわいもの 川上　未映子 913　カ

10歳から知っておきたい魔法の伝え方 鈴木　深雪 361　ス

図解いちばんやさしい地政学 沢辺　有司 312　サ

読むだけで身につく敬語手帳 山田　敏世 336　ヤ

やめるな外科医 中山　祐次郎 913　ヤ

土偶を読む図鑑 竹倉　史人 210　タ

マスカレード・ゲーム 東野　圭吾 913　ヒ

世界が青くなったら 武田　綾乃 913　タ

その扉をたたく音 妹尾　まいこ 913　セ

クジラの骨と僕らの未来 中村　玄 489　ナ

現代思想入門 千葉　雅也 133　チ

ヘヴン 川上　未映子 913　カ

高校生のための社会性と情動の学習（SEL-8C） 小泉令三、伊藤衣里子、山田洋平 375　コ

いまを生きるための宗教学 島薗　進、奥山倫明 161　シ

小麦粉の魅力 製粉振興会 619　セ

高校生のための「探究」学習図鑑 廣瀬　志保 375　ヒ

屈辱の数学史 マット・パーカー 410　ハ

室町は今日もハードボイルド 清水　克行 210　シ

いまを生きるための倫理学 盛永審一郎　ほか 150　モ

いぬ大全304 藤井　康一 645　フ

家ねこ大全285 藤井　康一 645　フ

時代をきりひらいた日本の女たち 小杉　みのり 281　コ

僕が僕をやめる日 松村　涼哉 913　マ

正岡子規伝 復本　一郎 911　フ

loTモノのインターネット 高安　篤史 547　タ

密約の戦後史 新原　昭治 319　ニ

日米同盟最後のリスク 布施　祐仁 392　フ

こんなときどうする？選挙運動150問150答 関口慶太、竹内彰志、金子春菜 314　セ

青少年読書感想文全国コンクール

高校の部 課題図書


