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本年度第２弾の新着図書です。図書局員がそれぞれの本を紹介します。    

読書の秋に１冊いかがですか？ 

タイトル 著  者 

ちいさいおうち    

＜昔に建てられて、田舎で良い景色の所に、建てられたが時も立ち建物など 

も増え、田舎ではなく町になってしまった。ちいさなおうちはどうなるん 

でしょうか？＞ 

バージニア・リ

ー・バートン  

ずーっと ずっとだいすきだよ                   

＜生まれてからずっと一緒に大きくなってきた愛犬エルフィーとの楽しい 

生活＞ 

ハンス ウィ ル

ヘルム  

ぐるんぱのようちえん  
＜ジャングルから人間の世界にやってきたやさしい象『グルンパ』のお仕事 

体験＞ 

西内 ミナミ  

ノラネコぐんだんと海の果ての怪物           

＜ノラネコぐんだんシリーズの人気の 1 冊＞ 江藤のりこ 

からすのパンやさん   
＜カラスがつくったおもしろく素敵なパンがいっぱいのっている人気作＞ 加古 里子 

どんなにきみがすきだかあててごらん          

＜チビウサギとデカウサギが互いをどれくらい好きか比べるお話＞ 
サム マクブ ラ

ットニィ 

バムとケロのおかいもの 
＜しゅうのまんなか すいようび きょうはたのしいおかいもののひ＞ 島田 ゆか 

もぐらのおくりもの  
＜森にクリスマスがやってきたので大人のモグラが子供たちのためにサン

タの格好をして、子供にプレゼントをくばっていく。全員に配れるのでし

ょうか？＞ 

いわきたかし 

ソード・アート・オンライン アリシゼーション・エクスプローディン

グ  16～20 
＜ゲームの世界に入ってしまったキリトが、心神喪失状態になって戦いはど

うなるの？＞ 

川原礫   

abec 

「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか」  

10～13        

＜ダンジョンを保有している巨大都市に冒険者志望の少年がハーレム生活

を求める物語＞ 

大森 藤ノ   

Re:ゼロから始める異世界生活 14～16 
＜コンビニ帰りに突如、異世界に召喚された高校生・菜月昴、無力な少年が

手にしたのは死して時間を取り戻す能力だった。＞ 

長月 達平   

徳川おてんば姫     

 ＜徳川の孫娘（９６）による波乱万丈“おてんば”自叔伝＞ 井手 久美子 

トラクターの世界史 - 人類の歴史を変えた「鉄の馬」たち 
＜19 世紀アメリカで開発されたトラクター世界でこの機械が 

どう影響をもたらしたのか＞    

藤原辰史 

最後の医者は桜を見上げて君を想う  
＜話題の作品を生み出す作者の最新作、最後の医者は桜を見上げて君を想う

＞ 

二宮敦人 

「お金」で読み解く日本史  

＜争いや政治ではない、新たな視点から読み解く日本史＞ 島崎晋 

万華鏡とサクラ     

 ＜桜が満開の日に生まれたさくらちゃんがある日お気に入りの花柄の鉛筆

を落としてしまい、変わりに万華鏡をもらった。その万華鏡で笑顔が再び

戻るのか？＞ 

あべ やすし  

高野 美奈  

ナニコレ?痛み×構造構成主義: 痛みの原理と治療を哲学の力で解き明

かす   

 ＜「痛み」を哲学することで痛みの考え方が変わる目からウロコの一冊＞ 

阿部泰之 

万引き家族      

  ＜カンヌ国際映画祭パルムドーム最高賞受賞作品＞ 是枝裕和 

リアルフェイス   

＜予測不能の一気読み医療サスペンス×ミステリー！  

どんでん返しの真骨頂！＞ 

知念実希人 

蕎麦、食べていけ！     

＜高校生のそば打ちサークルが町おこしのに!?＞ 江上剛 

猫を撮る     

 ＜猫の決定的瞬間を撮ろう！そう思った人に贈る猫写真術の決定版＞ 岩合 光昭 

アンソロジー弁当   

＜有名人 41 人のお弁当集＞ 武田百合子ほか 

手のひらの音符        

  ＜仕事を愛する 45 歳独身女性に降りかかる災難、人生に迷うすべての人に 

贈る物語＞ 

藤岡陽子 

きげんのいいリス      

  ＜不器用で大まじめ、悩める動物たちが語り出す、だいじな話＞ 
トーン テレ ヘ

ン  

刑務所しか居場所がない人たち : 学校では教えてくれない、障害と犯

罪の話     

＜刑務所の認識の違い、体験談を元に作られた本当の刑務所の中とは＞ 
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バムとケロのそらのたび    

 ＜ひこうきにのっておじいちゃんちにいこう！こんどはたのしいそらの 

たび＞ 

島田ゆか 

ジャイアント・ジャム・サンド 

＜ある日四百万匹の蜂が町に襲いかかってきました。人々は蜂の好きなもの

のジャムサンドを大きくつくってどうするのでしょう＞ 

安西徹雄 

ラチとライオン  
＜世界一弱虫のラチと弱いライオンの物語。ライオンとラチの愛が生んだ感

動してしまうストーリー＞ 

マレーク・ベロ

ニカ 

うんち したのは だれよ！  

＜主人公のもぐらくんが地中に頭をだした時にうんちをあたまにかけられ 

た。その犯人を探す物語。子供から大人まで楽しめる絵本です＞ 

ヴェルナーホル

ツヴァルト 

ねずみくんのチョッキ      

  ＜ネズミのチョッキが色んな動物が、着用して、ねずみくんのチョッキがど 

うなってしまうのでしょう？＞ 

なかえよしお 

上野紀子 

ルラルさんのほんだな      

  ＜ルラルさんが物語を旅していると、ねこが「ちょっとよんでみてください 

な。」といいました。＞  

いとうひろし 

としょかんライオン     

  ＜町の図書館にライオンがやってきた普段の生活とは違う凄くギャップの 

ある物語です＞ 

ミシェルヌード

セン 

福本友美子 

わすれられないおくりもの  

＜だれからもしたわれていたアナグマが、年をとり亡くなってしまう、感動 

と思い出の物語。＞ 

スーザン・バー

レイ 

ママレード・ボーイ         

＜桐稜高校に通う小石川光希はひょんなことから 6 人で暮らすことに、同い 

年の遊とひとつ屋根のしたで暮らす毎日はトキメキでいっぱい！？＞ 

吉住渉 

未来のミライ              

＜あの人気作品「時をかける少女」「サマーウォーズ」などの監督を務めた 

細田守の作品！！＞ 

細田守 

未来                   

＜ある日届いた一通の手紙。送り主は未来の自分だという・・・ 

湊ワールドの集大成！長編ミステリー＞ 

湊かなえ 

傘を持たない蟻たちは     

＜嫉妬、不安、欲望、悲しみ、食をテーマにした近未来 SF から愛と性まで 

の短編小説＞ 

加藤シゲアキ 

億男                   

＜「おおかみこどもの雨と雪」「君の名は。」などの数々の映画を製作した川

村元気先生の最新作＞ 

川村元気 

ニャンだ”！その日本語 ～どっちがマチガイ？ どっちが正しい？～       

＜かわいいネコと一緒に日本語を 学ぼう！＞ ネコまる編集部 

雨かんむり漢字読本     

＜漢字の成り立ちを多彩なエピソードでつづる雨の漢字の物語＞ 円満字次郎 

少しだけ「政治」を考えよう!: 若者が変える社会  

＜「政治」とはなんのためにあるのか。そして「社会」を変えることができ

るのか＞ 
島村 輝  他 

私の少女マンガ講義     

＜寄せては返すマンガの波の一瞬を切り取っている講義本＞ 萩尾 望都 

ざんねんな偉人       

＜失敗も、ダメっぷりも「全部含めて自分だから」と思える本＞ 真山知幸 

闇に魅入られた科学者―人体実験は何を生んだのか      

＜名誉欲や国家権力とともに暴走し、倫理観とかけ離れたところで行われた 

人体実験の歴史を紐解く＞ 

NHK「フランケ

ンシュタインの

誘惑」制作班 

バケモノの子              

 ＜小さい頃に人間の世界からバケモノの世界に入ってバケモノに育てられた 

子の物語。映画化もされた人気作品!!＞ 

細田守 

パムとケロのにちようび     

＜バムとケロがいっしょならたいくつなにちようびもわくわくたのしいこ 

とばかり！＞ 

島田ゆか 

バムとケロのもりのこや       

＜バムトケロが森のなかでみつけたふるい小屋。ここをきれいにして、ふた 

りのひみつの小屋にしよう！＞ 

島田ゆか 

君は月夜に光り輝く      

＜大切な人の死から投げやりに生きる主人公、今を生きる人に伝えたい最高 

のラブストーリー＞ 

佐野てつや 

この世界に i を込めて     

＜退屈な日々を送る高校生に届いた一通のメール。最後には衝撃な結末が待 

っている＞ 

佐野てつや 

「北朝鮮の脅威」のカラクリ――変質する日本の安保政策  

＜無意味な「危機対応」が引き起こす本当の「危機」＞ 半田滋 

泣きかたをわすれていた    

＜7 年にわたる認知症の母の介護、そして愛する人たちを見送った先に広が 

るおおいなるかいほうとは＞ 

落合恵子 

コンタミ 化学汚染      

＜すべての真実が明らかになるとき理性と感情のジレンマが現実を突き 

つける＞ 

伊与原新 

「日本の伝統」の正体  

＜フェイクな和の心に騙されないための 1 冊＞ 藤井青銅 

「脱原発」への攻防:追いつめられる原子力村  

＜原発事故から 7 年取材を続ける記者が綴る 1 冊＞ 小森敦司 

やさしいねこ      

＜12 匹のねこちゃんのかわいい写真集＞ 太田康介 

スマホが学力を破壊する  

＜スマホやアプリの使用がもたらす影響を解明し、スマホ使用リスクを正面

から論じた＞ 

川島隆太 



困ったらここへおいでよ。日常生活支援サポートハウスの奇跡                

＜サポートハウスの衝撃的な日々を、一 教師が 4 年の歳月をかけて書き上

げ渾身のルポ＞ 

林真未 

面従腹背          

＜教育、加計問題を前文部科学事務次官、渾身の描き下ろし＞ 前川喜平 

かわ               

＜川がどこまで続いているのかをずっと川をたどっていく。 

いったいどこまで続いているのでしょう？ 

かこさとし 

にちよういち       

＜四国の高知市で主人公のあっちゃんとおばあちゃんがにちよ 

ういちに出かける物語＞ 

西村繁男 

あたらしいおふとん  

＜子供の作った布団がたくさんの想像をさせてくれる絵本＞ アン ジョナス    

葉っぱのフレディ―いのちの旅 

＜目に見えない自然のいのちのかたちを伝えてくれる神秘的な一冊＞ 
レオ バスカ ー

リア  

水仙月の四日       

＜宮沢賢治の想像力が生みだした神秘的な物語と伊勢英子の幻 

想的なイメージの豊かな絵で作り出された絵本＞ 

宮沢賢治 

ガドルフの百合       

＜宮沢賢治作品で始めての絵本化でいままでの作品よりきわめ 

て鮮烈な作品で忘れがたいイメージを残している作品です＞ 

宮沢賢治 

おとなになれなかった弟たちに… 

＜社会弱者、そんな人間は飢えて死ぬ、悲しい絵で戦争の悲惨さを語る一冊

＞ 

米倉斉加年 

多毛留          

＜絵だけでもどんな内容かが伝って、くるような斬新な絵で、 

なかなか奥が深い本です＞ 

米倉斉加年 

この春、とうに死んでるあなたを探して  

＜エンタメも文学もボーイズラブも超越する感動の長編作＞ 榎田 ユウリ 

完全犯罪 加田伶太郎全集   

＜日本推理小説史上において記念碑的一冊に数えられる推理小説集＞ 福永 武彦 

ドローン探偵と世界の終わりの館  

＜ドローンを使ったトリックが仕掛けられており、そのトリッ 

クに騙されたくなかったら、あなたも飛ぶしかない！＞ 

早坂 吝 

博多豚骨ラーメンズ １～８ 

＜殺し屋の町・博多で繰り広げられる個性の強い彼らが博多で起きる事件に

巻き込まれていく＞ 
木崎ちあき 

博多豚骨ラーメンズ Extra Gaｍe 

＜博多豚骨ラーメンズシリーズの痛感短編集＞ 木崎ちあき 

みえるとかみえないとか 

＜おなじところを さがしながら ちがうところを おたがいにおもしろ

がればいいと考えさせる本＞ 

ヨシタケシンス

ケ    

弱さをさらけだす勇気  
＜日本の応援団長 松岡修造からのメッセージ＞ 

松岡修造 

銀の匙 Ｓｉｌｖｅｒ Spoon1～14 
＜都会からきた主人公はある理由で農業高校にやってきた。生き物の大切さ

がわかる物語です＞ 

荒川弘 

ことばと国家     

＜言葉の差別の諸相を明らかにし、無国籍の雑種言語を語とする人々のたた 

かいを描き出す＞ 

田中克彦 

反貧困-「すべり台社会」からの脱出 
＜誰もが人間らしく生きることのできる『強い社会』へ向けて課題のと希望

を語る＞ 

湯浅誠 

「悩み」の正体   

＜心の余裕が失われていく現代人の《悩み》の背景丁寧に解きほぐし、どう 

向き合うかを考察する＞ 

香山リカ 

ルポ貧困大国アメリカ  
＜急激に進む社会の富裕層と貧困層の二極化、その足元では何が起こってい

るのか＞ 

堤未果 

ルポ貧困大国アメリカⅡ  
＜経済危機後、社会の貧困化が加速しているアメリカの今を活写するルポの

第二弾＞ 

堤未果 

㈱貧困大国アメリカ  

＜日本の近未来を予言する、大反響シリーズ待望の完結編＞ 堤未果 

はらぺこあおむし 
＜卵から美しい蝶になるまでを描いていますが単に知識の本ではなく息も

できない迫力的な絵で生命の美しさまでもわかる作品です＞ 

エリック・カー

ル 

ウリオ       

＜動物の命と人間のエゴを数多くの映画賞を受賞した室井 滋が描く話題の 

一冊＞ 

室井滋 

ふくろうのオカリナ  
＜さまざまな賞をとった蜂飼耳の話題の本、静かな夜に響く最高の絵本＞ 蜂飼耳 

よるのおと     

＜さまざまな生き物が出している鳴き声など水にはねる音などを絵でも表 

現している作品です。＞ 

たむらしげる 

あき        

＜長い棒に物、人、生き物などいろいろなのが乗る、文字が少ない簡単で面 

白い絵本です。＞ 

五味太郎 

あおのじかん     

＜さまざまな青い動物が出てきて、絵もきれいで、とても内容も想像感があ 

ふれています＞ 

イザレル・シム

レール 

月の満ちかけ絵本   

＜どうして新月は見えないの？月の満ち欠けはどうして起こるの？などの 

色々な月の疑問を教えてくれる本です＞ 

太枝史郎 

佐藤みき 



お月さまってどんなあじ？ 
＜色々な動物たちが積み重なって月まで行き月を食べるというツッコミた

い本です＞ 

ミヒャエル・グ

レイニェク 

いずみちほ 

絵本で出会う 星の王子さま   

＜不朽の名作が絵本で登場＞ 

サンテクジュペ

リ 

工藤直子 

月のミルクをとりにいったねこ 
＜猫が月にミルクを取りに行こうとした行った先にはいったいミルクはあ

るのか？＞ 

アルフレッド・

スメードベルイ 

菱木晶子 

垂石眞子 

月へ行きたい     

＜月へ行きたい小学生の物語です。どうやって月へ行くのかをずっと考えて 

月へどうやっていくのかは見てからのお楽しみです＞ 

松岡 徹 

つきよのかいじゅう   

＜おとこはずっと怪獣が湖から出てくるのを待っていた。やっと怪獣は姿を 

現したが水で全体像が見えない！おとこが色々と怪獣の形を考える＞ 

長新太 

もったいないばあさん 
＜もったないことがきらいなおばあちゃんが、子供に何故もったいないのか

を教える、愛の結晶のストーリー＞ 

真珠まりこ 

月夜のみみずく     

＜父親とみみずく探しに出かけるのを心待ちにした少女の心の動きや成長 

をかいた一冊＞ 

ジョイン・ヨー

レン 

くどうなおこ 

ジョン・ショー

エンヘール 

お月さまのこよみ絵本  

＜いろいろなお祝いの日に見える月の説明をしてる絵本＞ 
千葉望 

阿部伸二 

つきのぼうや      

＜ある日お月さまが水に映るお月さまとお友達になりたいと言ってつきの 

ぼうやを下に送り、冒険する物語＞ 

イ ブ ・ ス パ ン

グ・オルセン 

やまのうちきよ

こ 

満月の娘たち      

＜「ふゆのひだまり」で第 11 回小さな童話大賞をとった安東みきえの 

最新作＞ 

安東みきえ 

みかづき        

＜教育にかかわる親子三代の話。まるで朝ドラを見ているような感覚に 

なります＞ 

森 絵都 

またまた、ねぇどれがいい？ 
＜子供がさまざまな選択肢を読者の皆さんに聞くというまた変わった本で

す＞ 

ジョン・バーニ

ンガム 

松川真弓 

月世界探検 タンタンの冒険旅行 
＜この本は海外の方が作られた絵本なので日本の絵本とはつくりが違うの

がおもしろいです＞ 

エルジェ 

川口恵子 

ぼくからみると     

＜どの角度からみても、ひょうたん池はひょうたん池だった＞ 
高木仁三郎 

片山健 

まんまるおつきさん    

＜主人公がいろいろな食べ物の月を食べてしまう短くて面白い本です＞ 
ねじめ正一 

さいとうしのぶ 

日本語のレトリック 文章表現の技法 
＜隠喩、擬人法、共感覚法などの文章表現の技法が書いてあり勉強になる本

です＞ 

瀬戸賢一郎 

財政から読みとく日本社会 君たちの未来のために 
＜なぜ社会保障が少ないのか、税金が多いのかそんな今生き、未来を変える

君たちへのメッセージ＞ 

井出英策 

社会の真実の見つけかた 
＜未来を選び取るには真実を見つける必要がある、そんな真実の見つけ方＞ 堤未果 

貧困を考えよう     

＜個人の努力の問題ではない、構造的な問題である貧困問題＞ 生田武志 

あっ! 命の授業     

＜言霊の国に生まれたあなたに贈る、もっともっと楽しく生きるための 

ヒント！≪サイン本≫＞ 

ゴルゴ松本 

 

・希望図書アンケートにご協力ありがとうございました。

選定委員会で審査の上、発注します。 

図書館に入りましたら、ご連絡いたしますので、楽し

みにお待ちください！！ 

 

 

 

 

 

図書館はクリスマスモード 

是非、ご来館下さい！ 

 


