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タイトル 著 者 

走れ!Ｔ校バスケット部 1～８ 

＜映画にもなった作品 連戦連敗の雑草集団が最強チームとなって活

躍する痛快ベストセラー青春小説＞ 

松崎洋 

ブロードキャスト 

＜陸上の夢が潰えた主人公は、まさかの放送部へ。そこに居場所はあ

るのか。湊かなえの最新作!!＞ 

湊かなえ 

植物は知性を持っている 

＜「知性とは問題を解決する能、と定義づけるならば、植物は人間の

能力をはるかに超えている」の言葉に心をうたれた！＞ 

ステファーノ・マン

クーゾ アレッサン

ドラ・ヴィオラ 

しんどいオカマのちょっといっぱいいかがかしら 

＜人生の不安を解きほぐす、おとなのためお悩み相談＞ BS ディム 

オウム真理教事件とはなんだったのか 

＜麻原彰晃が処刑された今だから話せる貴重的な証言の数々＞ 一橋文哉 

困りますファインマンさん 

＜好奇心旺盛のファインマンさんの紆余曲折のエッセイ集＞ R.P ファインマン 

星新一のちょっと長めのショート・ショート １セット 

＜超有名な星新一さんの全 10 冊からなるシリーズ本。それぞれ個性

があり文体もシンプルで読みやすい＞ 

星新一 

神様のおしゃべり 

＜人間関係・お金・仕事・恋愛など新しい視点から見ることができ読

む人の観点を大きく変える一冊＞ 

さとうみつろう 

虹色ほたる  上・下 

＜主人公は亡き父との思い出の地を訪れていた。そこで突然の雷雨に

襲われ目を覚ますと、そこにはダムに沈んだはずの村が・・・＞ 

川口雅幸 

現代文の勉強法をはじめからていねいに 

＜評論、小説、マーク、記述など各分野に最適な勉強方法を完全収録!!

＞ 

出口 汪 

天久鷹央の推理カルテ Ⅰ～Ⅴ 

＜摩訶不思議な事件が起きる日々。それには思いもよらぬ“病”が隠

されていた！天才女医が解き明かすメディカル・ミステリー＞ 

知念実希人 

ドラゴンライダーブック 1 セット 

＜竜と心を交わしたものだけが、「ドラゴンライダー」になることがで

きる。少年にとって、それは伝説の中の話だった。森で青く輝く石を

見つける？＞ 

クリストファー・バ

オリーニ 

夜と霧 

＜強制収容所を体験した心理学者が「人間とはなにか」を描いたロン

グセラー本、新訳・新編集＞ 

ビィトール・E・フラ

ンク 

声優 声の職人 

＜ミッション・イン・ポッシブルのトム・クルーズさんの吹き替えを

演じた、人気声優の森川智之さんが書かれた＞ 

森川智之 

転生したらスライムだった件 

＜普通の人生を送っている主人公がある日、通り魔に刺され目が覚め

ると『スライム』になって、異世界にいた。スライムになった主人公

の異世界冒険が始まる。＞ 

伏瀬 

「対人不安」って何だろう？ 

＜友だちといっしょにいてもホンネを出せない自分がいる。嫌われる

ことを恐れ、気づかいに消耗している……。そこにはどんな心理メカ

ニズムがあるのだろう。若者が抱える「対人不安」とそれを活かす方

法を考える。＞ 

榎本博明 

リアル人生ゲーム完全攻略本 

＜現実（リアル）を「人生ゲーム」に例えて人生の目的や勝利条件、

義務教育課程＝ゲームのチュートリアルなどといって攻略本のように

書かれた人生読本。＞ 

架神恭介 至道流星 

横道世之介 

＜大学進学のため長崎から上京した横道。愛すべき押しの弱さと隠さ

れた芯の強さで、様々な出会いと笑いを引き寄せる。青春小説の金字

塔＞ 

吉田修一 

デルトラクエスト フォア文庫全８巻 

＜王家に伝わる七つの宝石が、国を守っているデルトラ王国。しかし

宝石が魔王にとられ七つの秘境へと隠される。宝石を取り返すために

１枚の地図を頼りに冒険に出る。＞ 

エミリーロッダ 

ハッピーエンドに殺されない 

＜結婚というおとぎ話のハッピーエンドを打ち破り、 

性にとらわれずに、「私を生きる」メッセージに満ちたエッセイ。＞ 

牧村朝子 

芸術闘争論 

＜芸術は今、美術館の壁を埋めるインテリアとなった。世界で戦い続

けてきた芸術家が、現状を変革したい全ての人に贈る実践書。＞ 

村上隆 

芸術起業論 

＜作品が高額で取引される村上隆が他の日本人アーティストと違った

のは、世界基準の戦略を立てること。稀代の芸術家が熱い情熱と冷静

な分析を持って語る必読の芸術論＞ 

村上隆 
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トヨタ現場のオヤジたち 

＜トヨタ自動車では工場長のことを「オヤジ」と呼ぶ。そんな「オヤ

ジ」たちが語るトヨタ生産方式の真実、人の育て方、現場で働ける喜

びを綴る。＞ 

野地  嘉 

世界一美しいふるまいとマナー 

＜自分が大人になったときに恥をかきたくない人は是非読んでみて

は・・＞ 

諏内えみ 

お金２．０ 新しい経済のルールと生き方 

＜お金を深く理解し、これからの経済を上手く乗りこなす＞ 佐藤航陽 

戦争にチャンスを与えよ 

＜国連・NGO・他国の介入が戦争を長引かせるのだ！本当の戦争を知

る大人の戦略論。現代の「戦争」と「平和」を考える際の必読書。＞ 

ルトワック 

文字渦 

＜昔、文字は本当に生きていたのだと思わないかい?から始まる、文字

の起源から未来までを幻視する全 12 篇＞ 

円城 塔 

世界一訪れたい日本のつくりかた 

＜2020 年東京オリンピックに向けて外国人観光客に対する魅力ある

日本のつくりかたとは？＞ 

デービット・アトキ

ンソン 

LIFE  SHIFT 

＜人生 100 年時代に向けてお金や時間の使い方が学べる！！＞ 

リ ン ・ グ ラ ッ ト ン  

アンドリュー・スコ

ット 

ソード・アート・オンライン・オルタナティブ・ガン・ゲイル・オン

ライン Ⅰ～Ⅷ 

＜新たな SAO ワールドがここに!＞ 

時雨沢 恵一 

代償 

＜主人公の圭輔は小学生の時、不幸な事故をきっかけに、遠縁で同学

年の達也と暮らすことに。圭輔は弁護士になるが、逮捕された達也か

ら私の弁護をしてと頼まれ・・・＞ 

伊岡  瞬 

瑠璃の雫 

＜アルコール依存の母により心を閉ざす主人公。娘を誘拐された丈太

郎。二人の大きな心の傷と事件の真相＞ 

伊岡  瞬 

山縣亮太 ９秒台への挑戦 

＜山縣亮太の専属トレーナーである著者の沖田健が山縣亮太に初めて

あった時から今に至るまで書き連ねてある、陸上好きの方におすすめ

です＞ 

仲田 健 

四継 

＜男子4×100ｍリレー 衝撃の銀メダルの秘められた37 秒間の真実

＞ 

宝田将志 

僕が好きな人がよく眠れますように 

＜大学で研究をする主人公の前に運命の女性が現れた。が、その彼女

はある事情から誰とも付き合うことができない。だが、二人は許され

ない関係に踏み出してしまう・・・＞ 

中村 航 

ししりばの家 

＜この家に、関わってはいけない。足を踏み入れたら、元のあなたに

は戻れない。注目のノンストップホラー！＞ 

澤村伊智 

自閉スペクトラム症のこどものための認知行動療法ワークブック 

＜自分の気持ちをうまく伝えるために必要な 5 つのステップ＞ 

トニー・アトウッド 

マイケル・ガーネッ

ト 

のはらうた 

＜こころあたたまる詩の数々 不朽の名作!!＞ 工藤直子 

おはようからおやすみまでの科学  

＜毎日便利に過ごせるのは科学技術のおかげ！その科学との付き合い

方は？＞ 

佐倉 統 

民主主義という不思議な仕組み 

＜誰もが当たり前だと思っている民主主義。それは本当にいいものな

のか？私たちと政治との関係について考える＞ 

佐々木毅 

ほんとはこわい「やさしい社会」 

＜「やさしさ」「たのしさ」が無条件で良いとされる現代社会。「しん

どさ」「こわさ」をなくし、気楽に生きるための知恵を探る。＞ 

森 真一 

文系？理系？ 

＜学校の成績だけで、「私は文系（理系）」と決めつけていませんか？

この本を読んでその概念をこわしてみては?」 

志村史夫 

ニーチェはこう考えた 

＜熱くてグサリとくる言葉の人、ニーチェ。そんなニーチェはどんな

青年だったのか。＞ 

石川輝吉 

「働く」ために必要なこと 

＜就職して 3 年以内の離職率 30％ 正規採用への道は困難だが働き

つづけられないのはなぜなのか。＞ 

品川裕香 

今こそ読みたい児童文学 100 

＜誰でもタイトルは知っているが読んだことがない。物語の世界にひ

たれて、読後感がいい！ そんな世界文学の選りすぐりの百冊を紹介。

＞ 

赤木かん子 

「和食」って何？ 

＜「和食」と言えば、刺身に煮物、和え物、ご飯に味噌汁。人気のカ

レーやラーメンは和食じゃないの？食をたどれば、社会の変化が見え

てくる。＞ 

阿古真理 

新聞力 

＜ネットの社会だからこそ、「新聞力」を身につける。社会を生き抜く

ために役立つ教養を短時間で身に着けよう。＞ 

齋藤孝 

13 歳から「学問のすすめ」 

＜新しい地平を切り開いていくのに必要なのは学ぶこと。日本最強の

教育書をわかりやすく学ぶ。＞ 

齋藤孝 解説 



言ってはいけない 

＜この社会はきれいごとがあふれている。進化論、遺伝学、脳科学の

最新知見から人気作家が明かす「残酷すぎる真実」＞ 

橘 玲 

朝日ぎらい 

＜現在、日本の「リベラル」は、世界基準のリベラリズムから脱落し

つつある。未来に夢を与える新しいリベラ理イズムの姿とは。＞ 

橘 玲 

ウェブはバカと暇人のもの 

＜現代人のネットの使い方を改めて考えさせられます＞ 中川淳一郎 

14 歳明日の時間割 

＜中学生作家待望の第二弾！時間割に見立てた 7 編の短編で、鮮やか

に現代人の苦悩、笑い、絆、友情、想いを描く。笑って、泣かせる、

胸に迫る青春群像小説。＞ 

鈴木るりか 

わけあって絶滅しました 

＜『ざんねんないきもの事典』の最新作 面白い理由で絶滅していっ

た動物がたくさんのっています！＞ 

丸山貴史 

はっけん NITPPON  

＜47 都道府県それぞれの特徴を新聞形式にまとめた特大本。これを読

めば、都道府県マスターになれるかも！＞ 

古谷充子 

数学ガールの秘密ノート 全１０冊 

＜「僕」と三人の少女が、各テーマに沿った問題を対話形式でわかり

やすくまとめた全 10 冊の数学対策本＞ 

結城 浩 

ある男 

＜彼女の夫の「大祐」は本当の「大祐」ではなかった。夫であったは

ずの男は、まったく違う人物であった…平成の終わりに世に問う衝撃

の長編小説＞ 

平野啓一郎 

沈黙のパレード 

＜『ガリレオ、再始動!』 6 年ぶりの新作 容疑者は彼女を愛した普通

の人々。 

哀しき復讐者たちの渾身のトリックが、湯川、草薙、内海薫の前に立

ちはだかる。＞ 

東野圭吾 

空想教室 

＜小さな町工場から自家製ロケットを打ち上げ、宇宙開発の常識を逆

転。日本一の空想経営者が見つけた“どんな夢も実現させる方法”＞ 

植松 努 

「どうせ無理」と思っている君へ 

＜「どうせ無理」という呪文に負けない！この本は君が自信を持って

なにかを「やる」ための本です。＞ 

植松 努 

常設展示室 

＜人生の岐路に立つ人々が世界各地の美術で出会う運命を変える一

枚。その絵はいつでもあなたを待っている。人生のキラメキを描き出

す極上の 6 編＞ 

原田マハ 

マスカレード・イブ 

＜『マスカレード・ホテル』の主役、山岸尚美と新田浩介が出会う前 東野圭吾 

の物語 

「マスカレード」シリーズ第二弾＞ 

マスカレード・ナイト 

＜若い女性が殺害された不可解な事件。警視庁に届いた一通の密告状。 

犯人は、コルテシア東京のカウントダウンパーティに姿を現す!? あの

ホテルウーマンと刑事のコンビ、再び 「マスカレード」シリーズ最

新作!!＞ 

 

東野圭吾 

風が吹くとき 

＜のどかな老夫婦の日常を一瞬にして引き裂いた原子爆弾。核兵器の

恐ろしさをリアルに伝える世界的ベストセラー＞ 

レイモンド ブリッ

グズ 

京をあつめて 

＜京都に住み、京都を愛する編集者が、春夏秋冬を彩るかわいい、お

いしい、切ない、楽しい、心踊る「京」の断片を綴る。＞ 

丹所千佳 

下町ロケット ヤタガラス 

＜下町ロケットの続編 大きな挫折を経験した者たちの熱き思いとプ

ライドが大激突! 準天頂衛星「ヤタガラス」が導く壮大な物語の結末

や如何に＞ 

池井戸潤 

思うは招く 

＜「どうせ無理」に負けないで。夢を、自分を、あきらめないで。町

工場でロケットをつくり、夢を叶えた著者が送る感動の名言集＞ 

植松 努 

お待たせしました！希望図書アンケートより選定され

た本が配架されました！ 

希望された方には別途ご連絡いたします。是非、図書

館に足を運んでください！ 

 

 

 

 



 

 

新着図書 
図書館は「ひなまつり」に衣替え♪ 


