
913カ2～12幼女戦記 2～12 カルロ・ゼン∥著
726タ いぬ ショーン・タン∥著 岸本 佐知子∥訳
911タ 未来のサイズ 俵 万智∥著
404ク 「ネコひねり問題」を超一流の科グレゴリー・Ｊ・グバー∥著 水谷 淳∥訳

学者たちが全力で考えてみた 
913キ 燕は戻ってこない 桐野 夏生∥著
335ア 世界「倒産」図鑑 荒木 博行∥著
913ム ギンイロノウタ 村田 沙耶香∥著
913ム マウス 村田 沙耶香∥著
913エ Ｌ　ｃｈａｎｇｅ　ｔｈｅ　ＷｏｒＬｄ Ｍ∥著
159二 １％の努力 ひろゆき∥著
726ノ ゴールデンカムイ6～7 野田 サトル∥著
913キ ようこそ実力至上主義の教室へ 衣笠 彰梧∥著

1～2
913カ 夜行秘密 1～12 カツセ マサヒコ∥著
914テ 書を捨てよ、町へ出よう 寺山 修司∥著
158フ 愛するということ エーリッヒ・フロム∥著 鈴木 晶∥訳
913ナ 銃 中村 文則∥著
913コ クララ殺し 小林 泰三∥著
913コ ドロシイ殺し 小林 泰三∥著
914ヒ アホか。 百田 尚樹∥著
933ア ヴァイオリン職人の探求と推理 ポール・アダム∥著 青木 悦子∥訳
933シ 優等生は探偵に向かない ホリー・ジャクソン∥著 服部 京子∥訳
778イ 仕事と人生に効く教養としての 伊藤 弘了∥著

映画
913ア こんな日のきみには花が似合う 蒼井 ブルー∥著 新井 陽次郎∥著
933モ 月と六ペンス サマセット・モーム∥著 金原 瑞人∥訳
913ク 太陽・惑星 上田 岳弘∥著
913オ 祐介 尾崎 世界観∥著
689ル るるぶユニバーサル・スタジオ・

ジャパン公式ガイドブック　２０２１
913ハ しゃばけ 畠中 恵∥著
423ウ 漆原晃の物理基礎・物理〈力学漆原 晃∥著

・熱力学編〉が面白いほどわか
る本

913ア 今夜、もし僕が死ななければ 浅原 ナオト∥著

図書局員が選書した本

わたし、アナタ、min-na

そのすがたがうれしい
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お待たせしました！図書局員が選書した本第2弾‼

大人気のためお早めにメディアセンターへ足を運ん

でください‼

№36

4年 をにとよりさんが選んだ本

913カ 『幼女戦記1』 カルロ・ゼン著
生存とは、いつだって闘争だ。帝国軍、ターニャ・

フォン・デグレチャフ中佐は極寒の東部戦線におい

て文字通りに原初的な事実を『痛感』していた。精

緻な暴力装置とて、凍てつき、動くことすら、骨を折

る季節。なればこそ、冬には策動の花が咲く。矛盾

する利害、数多の駆け引きが誰にも制御しえぬ混

迷の渦を産み落とす。誰もが嘆く。こんなはずでは

なかった、と。さぁ、覚悟を決めよう。

何事も、もはや、驚くには値しない。

4年 かたつむりさんが選んだ本

913エ 『彼女たちの場合は』 江國香織著
「これは家出ではないので心配しないでね」

14歳と17歳。ニューヨークの郊外に住むいとこ同士

の礼那と逸佳は、ある秋の日、二人きりで“アメリカ

を見る"旅に出た。日本の高校を自主退学した逸佳

は“ノー(いやだ)"ばかりの人生で、“見る"ことだけが

唯一“イエス"だったから。ボストン、メインビーチズ、

マンチェスター、クリーヴランド……長距離バスやア

ムトラックを乗り継ぎ、二人の旅は続いてゆく――。

4年 キラさんが選んだ本

304二 『叩かれるから今まで黙っておいた

「世の中の真実」 』 ひろゆき著
本書では「社会・仕事・教育・政治・人間関係」とい

う５つのテーマについて「正しい情報」にもとづいた

真実を明かしていきます。

なかには「そんなこと知りたくなかった」というものも

あるでしょう。

でも、そうした「不都合な真実」から目を背けないこ

とではじめて、「正しい思考」ができるようになるの

です。――著者

4年 クリプトンさんが選んだ本

913コ 『アリス殺し』 小林泰三著

複数の人間が夢で共有する〈不思議の

国〉で次々起きる異様な殺人と、現実世界

で起きる不審死。驚愕の真相にあなたも

必ず騙される。鬼才が贈る本格ミステリ。

5年 背骨引き抜き職人さんが選んだ本

913ム 『しろいろの街の、その骨の体温の』

村田沙耶香著
【文学/日本文学小説】2013年に三島由紀夫賞、14

年に第１回フラウ文芸大賞受賞作、「王様のブラン

チ」で西加奈子さんも絶賛の作品。小４と中２時代

の結佳を通して描く、女の子が少女に変化する時

間を切り取り丹念に描いた、静かな衝撃作。解説・

西 加奈子

5年 ふわふわのカニさんが選んだ本

914ホ 『鳥肌が』 穂村弘著

日常の中でふと感じる違和感、自分が信

用できなくなる瞬間……。思わず「鳥肌」が

たつ瞬間を不思議なユーモアを交えて描

くエッセイ集。

5年 みかんさんが選んだ本

913ア 『ラブカは静かに弓を持つ』安壇美緒

著
少年時代、チェロ教室の帰りにある事件に遭遇し、

以来、深海の悪夢に苛まれながら生きてきた橘。

ある日、上司の塩坪から呼び出され、音楽教室へ

の潜入調査を命じられる。

目的は著作権法の演奏権を侵害している証拠をつ

かむこと。

橘は身分を偽り、チェロ講師・浅葉のもとに通い始

める。

師と仲間との出会いが、奏でる歓びが、橘の凍って

いた心を溶かしだすが、法廷に立つ時間が迫り……

秘密の銀のステッキを失った少女は、

憎しみの怪物と化す。追い詰められ

た心に制御不能の性と殺意が暴走

する最恐の少女小説。
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5年 死んだ金魚さんが選んだ本

289二 『八本脚の蝶』 二階堂奥歯著

二十五歳、自らの意志でこの世を去った

女性編集者による約２年間の日記。誰

よりも本を物語を言葉を愛した彼女の目

に映る世界とは。本屋大賞「超発掘本」

に選ばれた無二の一冊を文庫化。

大学院生・井森はある夜、緑豊かな

牧草地の世界に迷い込む。夢の中

では間抜けな蜥蜴・ビルになってしま

う井森は、そこで車椅子の美少女・ク

ララと「おじいさん」と呼ばれる男に

遭遇する。翌朝大学に向かった井森

は車椅子の少女・露天くららに出会

う。彼女は何者かに脅されているた

め、大学教授のおじ・ドロッセルマイ

ヤー教授に助けを求めてやって来た

という。彼女のために脅迫犯捜しに

乗り出した井森だが……『アリス殺し』

の姉妹編登場！

新進気鋭の人気映画研究家が、映

画を通じた思考法、必要な基礎知識、

映画の見方、アウトプット法を伝授。

何気ない日常の煌きを、温かく、時

に切なさを伴う文章とイラストで描く

無垢な男女の物語。人気文筆家と

アニメーターによる初コラボ！

バンドマンよ、どこへ行く。人気ロッ

クバンド・クリープハイプのフロント

マンが綴った、自分が見つからない

全ての人に贈る処女小説。



請求記号書名 著者

726イ Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ 11～26 稲垣 理一郎∥原作 Ｂｏｉｃｈｉ∥作画

726ハ キングダム 26～40 原 泰久∥著

147ス 究極の洗脳を突破する〈フラットアー レックス・スミス∥著 中村 浩三∥著

ス〉超入門 

147ア 緊急着陸地点が導く〈フラットアー エディ・アレンカ∥著 田元 明日菜∥訳

ス〉ＲＥＡＬ　ＦＡＣＴＳ 

913マ まんがで読む竹取物語・宇治拾遺物語 谷口 孝介∥監修 いつき 楼∥ほかまんが

726ウ3～6チ。－地球の運動について－ 第3集～ 魚豊∥作・画

第6集

407マ 桝太一が聞く科学の伝え方 桝 太一∥著

407イ サイエンスライティング超入門 石浦 章一∥著

918エ2 絵で見てわかるはじめての古典 二巻 田中 貴子・石井 正己∥監修

竹取物語・源氏物語

816オ 基礎からわかる論文の書き方 小熊 英二∥著

361タ 人を結ぶコミュニケーション 　対人 大坊 郁夫∥著

関係におけるウェル・ビーイングの

心理学

491ハ ゾンビでわかる神経科学 ティモシー・ヴァースタイネン/ブラッドリー・ヴォイテック∥著 鬼澤 忍∥訳

331コ 最後通牒ゲームの謎 　進化心理学か 小林 佳世子∥著

らみた行動ゲーム理論入門

368タ だまされた！ 　「だましのプロ」の 多田 文明∥著

心理戦術を見抜く本

140シ 心理学概論 　Ｗｅｌｌ‐Ｂｅｉｎｇ 大坊 郁夫∥編

な生き方を学ぶ心理学

376ア 芸術学部 　中高生のための学部選び 浅野 恵子∥著

ガイド

376キ 生活科学部・家政学部 　中高生のた 木村 由香里∥著

めの学部選びガイド

159マ “正しい”を疑え！ 真山 仁∥著

289ツ 津田梅子 　女子教育を拓く 髙橋 裕子∥著

281キ 北国に光を掲げた人々 　北海道が生 北海道科学文化協会∥編

んだ九人の横綱

451モ いま、この惑星で起きていること 　 森 さやか∥著

気象予報士の眼に映る世界

164オ 躍動する女神たち 　世界の神話 沖田 瑞穂∥著

210二 １６テーマで知る鎌倉武士の生活 西田 友広∥著

新着案内 (本の紹介文はOpenBD Fetchより引用しています)

絶望の淵で、意志を穿つ、覚悟はある

か？ 「地動説」に魅せられたグラス

の想いを受け継いだオクジーは、一縷

の希望を胸に、孤高の天才修道士・バ

デーニの元を訪れ、石箱を引き継ぐ。

そして、オクジーとバデーニが「地動

説」証明のための新たな協力者を募っ

たところ、「女性に学問など」という

時代に押し潰され、世界に絶望する少

女が一人。一度見えた希望を失い絶望

の淵へと突き落とされた人間は、再び

希望を求め、意志を貫き通すことはで

きるのか？ 持てる選択肢は二つ。それ

でも意志を貫くか、否か。 【編集担

当からのおすすめ情報】 「マンガ大

賞2021」にもノミネートされた、今間

違いなくキている漫画の第3集です！

SDGsの観点から考えると心理学はもっ

と分かりやすくなる。持続可能性を高

め、よく生きるための心理学入門テキ

スト。

日本の女子教育の道を拓いた津田梅子

の足跡を、最新の研究成果・豊富な資

料をもとに解説する。

不安と不信が蔓延する社会において、

自分らしく生きるためには何が必要

か？ 人気作家による特別書下ろし。

4年国語 古典を題材にした文学

4年理科 地球の歴史

1年国語Unit4 竹取物語

1年理科 身近な物質

現代文の力をあと一歩伸ばしたいあなたに

5年文学A

小川洋子【トランジット】関連図書コーナー

「強制収容所」「祖父の過去」そのとき何が・・・。

※作者の別な作品にも触れてみてください。

「博士の愛した数式」おすすめです。

映画化もされていますのでぜひ。

鈴木勝視先生
「913オ」

『山椒大夫・高瀬舟他4篇』 森鴎外

「安寿恋しや、ほうやれほ。厨子王恋しや、ほうや

れほ」、また少女いちの「お上の事には間違いご

ざいますまいから」など、読者はこれらの文言を

一度読んだら決して忘れないであろう。

(斎藤茂吉)
「913モ」

『マンガで覚える元素周期』

元素周期研究会編

イラストによる元素のキャラと相関図がひ

と目でわかるビジュアルたっぷりの本書は、

「なかなか理解できない…。もう少し楽し

く元素について知りたい!」と興味はあるけ

れど躊躇気味の方たちにもピッタリの新し

いかたちのガイドブック。 「431マ」

『未来をつくる評論文読書案内』

小池陽慈

大学入試で出題される評論文はなぜ

難解なのか？評論文を読むことは、

未来をつくること。人気現代文講師

が伝える独学的読書の技法。
「817コ」

各ユニットのコーナーは、随時更新しています。

『ifの地球生命史』土屋健

実在の古生物とifの古生物が交錯しながら展開

する奇妙な世界。

古生物のもつ「思考実験を行う楽しさ」を感

じてもらえる、マニアックな1冊です。
「457ツ」

『竹取物語・源氏物語』

田中貴子他監修

古典をわかりやすく楽しむ『絵で見

てわかるはじめての古典』の増補改

訂版。源氏物語・竹取物語をビジュ

アルで学べる。 「918エ2」


