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新 着 図 書 リ ス ト 

カウンター横に蔵書検索用のパソコンを設

置しました。キーワード検索もできますので、

調べ学習や読書活動に役立ててください♪ 

お知らせ 

 

ゴールデンウィーク期間 

特別貸出について 
 

貸出開始 4/25（月） 

返却日 5/9（月） 

貸出冊数 5冊まで 

『すべて神様の十月』 小路 幸也

“あなたは神様を信じますか？”

古来より、日本人は生活や共同体を守るた

め、物を大切に扱うため、身のまわりすべて

に神様を感じ、信じてきました。そんな神様た

ちは案外、今私たちの隣で、息をしているか

もしれません。

短編なので読みやすいです。神サマのでてく

る話が好きな人にささるはず！

『パドルの子』 虻川 枕

ある昼休み、いつものように旧校舎で静か

に過ごしていると、屋上の水溜で美少女が

泳いでいた。

「パドルって何？」

「水溜に潜って新しい世界を混ぜちゃうの。

こっそり、ね」

彼女がパドルをする理由とは──

この本は私のお気に入りで何度も読んで

いる作品なので、ぜひ読んでみてください。

『悲鳴伝』 西尾 維新

「大いなる悲鳴」と呼ばれる謎の災害に

よって人類の３分の１が死滅した世界。そ

んな世界で「英雄」空々空（そらから く

う）少年は何を見るのか──

『同志少女よ、敵を撃て』 逢坂 冬馬

1940年代、第二次世界大戦中のソ連

のとある村で、母と共に猟師として幸せ

に暮らしていた少女セラフィマ。しかし、

そんな日々は突如終わりを告げる。ある

日敵兵によって母と村人が殺され、一人

取り残されたセラフィマは救助にきた兵

士にこう問われる－「戦いたいか、死に

たいか」

復讐を誓ったセラフィマは狙撃手と

して戦争に参加。様々な経験を経

て彼女が得たものとは── 

 

『同志少女よ、敵を撃て』逢坂冬馬（著）早川書房 
 

『赤と青とエスキース』青山美智子（著）PHP研究所 
 

『スモールワールズ』一穂ミチ（著）講談社 

【翻訳小説部門】 

『三十の反撃』 

ソン・ウォンピョン（著）矢島暁子（訳）祥伝社 

『自由研究には向かない殺人』 

ホリー・ジャクソン（著）服部京子（訳）東京創元社 

『クララとお日さま』 

カズオ・イシグロ （著）土屋政雄（訳）早川書房 

全国書店員が選んだ いちばん！売りたい本 

本屋大賞2022決定！ 

2022.4月号  
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 『        『女のいない男たち』村上春樹（著） 文藝春秋 

アカデミー賞国際長編映画賞を受賞作品の原作『ドライブ・マイ・カー』を収録。 

“本当に他人を見たいと望むのなら、自分自身を深くまっすぐ見つめるしかないんです” 

最愛の妻を亡くした福家は、彼女の面影を求めて生前妻と交流のあった一人の男性と語

り合います。関係が壊れることを恐れてどうしても聞くができなかった彼女の本心。福家

を苦しめていたその問いに解放の糸口をもたらしたのは、親子ほども年の離れた無表情

で素っ気ない女性ドライバーでした。大切な人を失った痛みを受け止め、自分と向き合う

過程を描く再生の物語です。 

入学・進級おめでとうございます。新し

い生活には慣れましたか？図書館には

日常をもっと楽しくするヒントがたくさん。 

図書館をどんどん活用してください。 図書館だより 
◆話題の本◆ 
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『すべて神様の十月』 小路 幸也

“あなたは神様を信じますか？”

古来より、日本人は生活や共同体を守るた

め、物を大切に扱うため、身のまわりすべて

に神様を感じ、信じてきました。そんな神様た

ちは案外、今私たちの隣で、息をしているか

もしれません。

短編なので読みやすいです。神サマのでてく

る話が好きな人にささるはず！

『パドルの子』 虻川 枕

ある昼休み、いつものように旧校舎で静か

に過ごしていると、屋上の水溜で美少女が

泳いでいた。

「パドルって何？」

「水溜に潜って新しい世界を混ぜちゃうの。

こっそり、ね」

彼女がパドルをする理由とは──

この本は私のお気に入りで何度も読んで

いる作品なので、ぜひ読んでみてください。

『悲鳴伝』 西尾 維新

「大いなる悲鳴」と呼ばれる謎の災害に

よって人類の３分の１が死滅した世界。そ

んな世界で「英雄」空々空（そらから く

う）少年は何を見るのか──

『同志少女よ、敵を撃て』 逢坂 冬馬

1940年代、第二次世界大戦中のソ連

のとある村で、母と共に猟師として幸せ

に暮らしていた少女セラフィマ。しかし、

そんな日々は突如終わりを告げる。ある

日敵兵によって母と村人が殺され、一人

取り残されたセラフィマは救助にきた兵

士にこう問われる－「戦いたいか、死に

たいか」

書　　　名 著　者 請求番号

ヒトラー　虚像の独裁者 芝　健介 289　シ

永田町動物園 亀井　静香 312　カ

ユーキャンの甲種危険物取扱者速習レッスン　第２版 ユーキャン危険物取扱者試験研究会 575　ユ

ユーキャンの乙種危険物取扱者第１・２・３・５・６類予想問題集 ユーキャン危険物取扱者試験研究会 575　ユ

ユーキャンの甲種危険物取扱者予想模試 ユーキャン危険物取扱者試験研究会 575　ユ

会って、話すこと。 田中　泰延 361　タ

赤と青とエスキース 青山　美智子 913　ア

残月記 小田　雅久仁 913　オ

正欲 朝井　リョウ 913　ア

星を掬う 町田　そのこ 913　マ

はじめての機械学習 田口　善弘 007　タ

教養として知っておきたい博物館の世界 栗原　祐司 069　ク

神社語辞典 本村　のり子 170　モ

従順さのどこがいけないのか 将基面　貴巳 311　シ

世界史と時事ニュースが同時にわかる新地政学 長谷川敦 319　ハ

宇宙人と出会う前に読む本 高水　裕一 440　タ

リフォームの魔法 檀　正也 593　タ

農業消滅 鈴木　宜弘 611　ス

ジャパニメーションの成熟と喪失 鈴木　俊介 778　ス

アスリートのためのスポーツ栄養学 柳沢　香絵 780　ヤ

夏井いつきの俳句道場 夏井　いつき 911　ナ

結　妹背山女庭訓波模様 大島　真寿美 913　オ

図説　アラビアンナイト 西尾　哲夫 929　ニ

未来のきみを変える読書術 苫野　一徳 019　ト

「勘違い」だらけの日本文化史 八條　忠基 210　ハ

世界なんでもランキング 地球の歩き方編集室 031　チ

生き物がいるかもしれない星の図鑑 荒舩　良孝 460　ア

英語の思考法 井上　逸兵 837　イ

著作権ハンドブック 宮武　久佳 021　ミ

未来のドリル 河合　雅司 334　カ

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 404　オ

重曹＆お酢 岩尾　明子 590　イ

ファッションの仕事で世界を変える 白木　夏子 335　シ

演劇入門 鴻上　尚史 770　コ

図書館文化論 加藤　好郎 010　カ

対訳　武士道 新渡戸稲造 156　ニ

よくわかる一神教 佐藤　賢一 199　サ

御朱印でめぐる京都のお寺 地球の歩き方 185　チ

自立って何だろう 都筑　学 371　ツ

学校の役割ってなんだろう 中沢　渉 372　ナ

100年無敵の勉強法 鎌田　浩毅 002　カ

極端豪雨はなぜ毎年のように発生するのか 川瀬　宏明 451　カ

人類が滅ぼした動物の図鑑 マリ－・ラデク 480　マ

心とからだの倫理学 佐藤　武詩 150　サ

パスタの本 有元　葉子 59　ア

ぷっくりクッキーとかわいい焼き菓子たち mocha mocha 596　モ

植物の漢字語源辞典　新装版 加納　善光 821　カ
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人名の漢字語源辞典　新装版 加納　善光 821　カ

動物の漢字語源辞典　新装版 加納　善光 821　カ

中国語成語ハンドブック 沈国威、紅粉芳惠 824　シ

悪果 黒川　博行 913　ク

果鋭 黒川　博行 913　ク

繚乱 黒川　博行 913　ク

熔果 黒川　博行 913　ク

アルゴリズム図鑑 石田　保輝、宮﨑　修一 007　イ

面白くて眠れなくなる地学 左巻　健男 450　サ

面白くて眠れなくなる人類進化 左巻　健男 469　サ

面白くて眠れなくなる物理パズル 左巻　健男 420　サ

日本語不思議図鑑 定延　利之 816　サ

ヒトの壁 養老　孟司 914　ヨ

おとぎカンパニー 田丸　雅智 913　タ

世界一わかりやすい俳句鑑賞の授業 夏井　いつき 911　ナ

JK、インドで常識ぶっ壊される 熊谷　はるか 302　ク

食べものが足りない！ 井出　留美 611　イ

ゼロから分かる！マンガ落語入門 三上　敬 779　ミ

増補版　煩悩の文法 定延　利之 815　サ

探花　隠蔽操作９ 今野　敏 913　コ

教養として知っておきたい世界の重大事件 ニーナ・ウェグナー 837　ウ

未来を変える　偉人の言葉 和田孫博、塩瀬隆之 159　ワ

20行目で「ぴん！」と来る　原稿用紙１枚の物語 あいはら　まひろ 913　ア

Nエヌ 道尾　秀介 913　ミ

図説　花開くアメリカ児童文学 ちばかおり 909　チ

△が降る街 村崎　羯諦 913　ム

はじめての 島本理生、辻村深月、宮部みゆき他 913　シ

こうやって、考える 外山　滋比古 914　ト

ベスト・エッセイ　2021 日本文藝家協会　編 914　ニ

ルワンダでタイ料理屋をひらく 唐渡　千紗 913　カ

その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。 吉川　浩満、山本　貴光 131　ヤ

死にゆく患者と、どう話すか 国頭　英夫 490　ク

今こそ「スポーツとは何か？」を考えてみよう！ 玉木　正之 780　タ

時事から学ぶ小論文　2022年　第1号 朝日新聞社　編 816　ア

子どもが心配 養老 孟司 371　ヨ

経済学者の勉強術 根井　雅弘 330　ネ

楽隊のうさぎ 中沢　けい 913　ナ

海洋へのいざない　第２版 日本船舶海洋工学会 452　ニ

モナミは時間を終わらせる？ はやみねかおる 913　ハ

タブレットでふれあうエンカウンター 大友　秀人、瀬尾　尚隆　ほか 375　オ

理不尽　観光を殺すのは誰か 岩崎　芳太郎 689　イ

ボタニカ 朝井　まかて 913　ア

科学者はなぜ神を信じるのか 三田　一郎 443　サ

夜が明けたら、いちばんに君に会いに行く 汐見　夏衛 913　シ

卒業　桜舞う春に、また君と 汐見　夏衛　丸井　とまと　ほか  913　シ

資源の世界地図 飛田　雅則  334　ト

源氏物語解剖図鑑 佐藤　晃子  913　サ

すべての人の天文学 岡村　定矩  ４４０　ア

ルポ　路上生活 國友　公司  368　ク


