
京都府警あやか
し課の事件簿３
清水寺と弁慶の亡霊

天花寺さやか著 ＰＨＰ研究所刊

昨秋「京都本大賞」を受賞したファンタジーシリーズ第3

弾！化け物や神仏に関する事件を専門に扱う警察組

織「京都府警あやかし課」に訪れた大男は・・・

きみはだれかの
どうでもいい人

伊藤朱里著 小学館刊

同じ職場の４人の女性の仕事上の悩み

を描く連作短編集。

シャガクに訊け！大石大著
光文社刊

人見知りの大学教員が「社会学」の知識で学生たちの

悩みにアドバイス。ちょっと変わった視点の青春小説。

タスキメシ箱根
額賀澪著 小学館刊

高校で脚を痛め陸上選手としての大成

はあきらめた早馬。管理栄養士として

スポーツ栄養学の研究のため進学した

大学院で、駅伝部のコーチと栄養管理

を依頼され…スポーツ＆お仕事青春小説。

アリバイ崩し承り
ます 大山誠一郎著
「2019本格ミステリ・ベスト10国内編」第

１位！に輝いた連作短編集。「時計修

理承ります」と並んで「アリバイ崩し承り

ます」という貼り紙がある時計店の店主・美谷時乃は新

米刑事の依頼に応え、難事件の解決に挑む！同題の

ＴＶドラマ原作だが、設定は結構違っている。

イマジン?
有川ひろ著 幻冬舎刊

フリーターの青年があこがれていた映像制作会社に入

り、とにかく奮闘する、元気の出るお仕事小説＋キュン

とくるラブコメ。

賀茂川コミュニケ
ーション塾ビブリオバ

トルから人工知能まで

谷口忠大著 世界思想社刊

京都の喫茶店で教授が女子高校生たちと語り合うとい

う形式で、「コミュニケーションとはなにか」について学

べるライトノベル調の小説。

おいしい給食 紙吹みつ葉著
給食を唯一の楽しみにしている数学教師・幸男は・・・。

同題映画ノベライズ。 中央公論新社刊

弥生、三月 遊川和彦脚本
同題の恋愛映画ノベライズ。オリジナルストーリーも加

わっています。 徳間書店刊

金魚姫 荻原浩著
仕事も恋もうまくいかない青年が、夏祭の

金魚すくいで手に入れた金魚。その夜

半、彼の部屋に見知らぬ美女が現れて

…ＴＶドラマ化もされた切ないファンタジ

ー。KADOKAWA刊

不終の怪談文豪と
アルケミストノベライズ
ｃａｓｅ小泉八雲

矢野隆著 新潮社刊

前田建設ファンタ
ジー営業部１「マジ
ンガーＺ」地下格納庫編

前田建設工業株式会社著

同題映画の原作になったノンフィクシ

ョン。アニメに描かれた建物を実際に建設しようと大手

ゼネコンがまじめに取り組む？！（『「機動戦士ガンダ

ム」の巨大基地をつくる！』も図書館にあります）

幻冬舎刊

ヲタクに恋は難しい小説
版 ふじた原作・イラスト・監修 一迅社刊

決算！ 忠臣蔵
中村義洋著 山本博文原作
有名な赤穂浪士の討ち入り。それには多額の費用が

掛かっており、その費用を克明に記録した男がいた！

同題映画のノベライズ。新潮社刊

京都寺町三条のホーム
ズ１３麗しの上海楼、１４摩天楼の

誘惑 望月麻衣著 双葉社刊

人気のライトミステリー。

幼なじみが絶対に
負けないラブコメ
２ 二丸修一著 KADOKAWA刊

ルビンの壺が割れ
た 宿野かほる著 新潮社刊

かつての恋人をフェイスブックで見つけ、メ

ッセージをかわすようになった二人。お互

いの過去の話をやりとりしていくうちに・・・

ＮＨＫ国際放送が選んだ
日本の名作 朝井リョウ/石田

衣良/小川洋子/角田光代/坂木司/

重松清/東直子/宮下奈都 著 双葉社刊

｢NHK WORLD‐JAPAN｣が全世界に向けて放送してい

るラジオ番組で、１７の言語に翻訳して朗読された作品

から、人気作家８名の短編を収録。宝石箱のようなアン

ソロジーと好評。

わたしの美しい庭
凪良ゆう著 ポプラ社刊

今年の本屋大賞『流浪の月』の作者の最

新刊。屋上に縁切り神社とよく手入れさ

れた庭があるマンションに住む、血のつながらない父娘

とゲイの青年…心に痛みを抱えた人たちの物語。今年

の「本屋大賞」受賞作家の新作小説。

紙の城 本城雅人著
IT企業が新聞社を買収しようとする。狙

いはなんなのか？新聞記者の矜持と

は？ 講談社刊

生理ちゃん２日目
小山健著 KADOKAWA刊

月経を擬人化した異色のコミック２巻

目。映画化もされ男子からも女子からも

称賛の声高し。

心の傷を癒すと
いうこと大災害と心の
ケア新増補版 安克昌著
今冬同題でTVドラマ化された原案。ドラ

マの主人公だった医師が、阪神淡路大

震災で自身も被災しながら、精神科医と

して被災者の心のケアにあたｔった折の手記に、関連の

論考、関係者の文章などを加えたもの。作品社刊

翻訳者による海外文学ブッ

クガイドBOOKMARK
金原瑞人ほか編
翻訳の第一人者たちが海外文学（主に

青少年向け）を紹介。たまには外国文学

を読んでみませんか？ ＣＣＣメディアハウス刊

✿登校可能日の９：３０～１２：００、１３：００～１５：００
は貸出・返却ＯＫです。館内での読書はできません



筑摩書房刊

令和版基礎から学ぶ！メン
タルトレーニング

高妻容一著 ベースボール・マガジン社刊

勝てるメンタル青

学駅伝選手たちが実践！

原晋/根来秀行著 KADOKAWA刊

箱根駅伝で青山学院大学を何度も優勝

に導いている監督と、国内外のトップアス

リートのアドバイザーも務める医学者による科学的なト

レーニング法

思春期の心とか
らだ図鑑
ロバート・ウィンストン著
オールカラーで思春期の心身の問題に

具体的にアドバイス。三省堂刊

世界中の女子が読んだ！

からだと性の教
科書 エレン・ストッケン・

ダールほか著 ＮＨＫ出版刊

からだと病気のし
くみ講義 仲野徹著

ＮＨＫ出版刊

オリンピック・パラ
リンピックを学ぶ
後藤光将編著 岩波書店刊

歴史・理念・意義などをあらためて中高生向けに解説。

バンクシーアート・テロリスト
毛利嘉孝著 光文社刊

一見落書きかと思えるようなストリートアートで知られ

る、正体不明の匿名画家を解説。

わが子をＡＩの奴隷
にしないために

竹内薫著 新潮社刊

2045年、人工知能（AI)が人類を超える？！

世界のニュースを日本人
は何も知らない

谷本真由美著 ワニブックス刊

新実存主義
マルクス・ガブリエル著

アクティブ・ラーニ
ングとは何か渡部淳著

統計学をめぐる散歩
道ツキは続く？続かない？

石黒真木夫著

新・大学でなにを学
ぶか 上田紀行編著
以上４冊、岩波書店刊。※洛西

高校図書館では「岩波新書」「岩波ジュニア

新書」「岩波ブックレット」は全点購読してい

ます。教養の涵養のほか小論文等にも役立

つシリーズですので、ぜひ利用し

てください。 ※新書は全般的に同様

マトリ厚労省麻薬取締官
瀬戸晴海著 新潮社刊

その情報はど
こから？ネット時代の情報
選別力 猪谷千香著

ためぐち英語日常のリアルな

ひとこと ＴＨＯＭＡＳ Ｋ．ＦＩＳＨＥＲ著
ネイティブが日常的に使っているフレーズを紹介。

高橋書店刊

車内アナウンスに革命を起こした

「英語車掌」の英語
勉強法「英語ダメダメ」発

「英語ペラペラ」行き

関大地著 ベレ出版刊

誰にも相談できませ
んみんなのなやみ ぼくの

こたえ 高橋源一郎著
新聞に好評連載。読者からの人生相談

毎日新聞出版刊

お寺の掲示板
江田智昭著 新潮社刊

お寺の門前に格言や名言などが掲示

してあるのを知ってますか？全国の

掲示板から傑作を集めた写真とエッ

セイ。「おまえも死ぬぞ」「辛＋一＝幸」「仏教ハンパな

いって」等々・・・

ナマケモノでいいんだよ
ルーシー・クック著 光文社刊

かわいいナマケモノの写真と古今東西の名言

世界一かわいいエ
ゾモモンガ
進啓士郎写真

ネコもよう図鑑色
や柄がちがうのはニャン
で？ 浅羽宏著

化学同人刊

生き物の死にざま
稲垣栄洋著 草思社刊

理科の謎、きちんと
説明できますか？
文系もすっきり納得の２０話

左巻健男監修 ＰＨＰ研究所刊

ハウ・トゥーバカバカし

くて役に立たない暮らしの

科学ランドール・マンロー著
元NASAエンジニアによる、あえてとんで

もないことを科学で試す本。早川書房刊

科学者が消えるノー
ベル賞が取れなくなる日本

岩本宣明著 東洋経済新報社刊

ＡＬＳＯＫが教える
おひとり女子が自分を守
るための本 ＡＬＳＯＫ監修

主婦の友社編 ・発行

最新版イラスト図解

銀行のしくみ
戸谷圭子著 日本実業出版社刊

世界史劇場第二次世界大
戦熾烈なるヨーロッパ戦線

神野正史著 ベレ出版刊

真夜中の陽だまり
ルポ・夜間保育園

三宅玲子著 文藝春秋刊

夜間保育園の現状、設立までの経緯、理

念などを丁寧に取材したドキュメント

ジソウのお仕事５０

の物語で考える子ども虐待

と児童相談所 青山さくら著川松亮著
フェミックス刊

✿この紙面で紹介した本以外にも、新着図
書があります。少しずつですが、順次増え

ていきますので、ぜひ図書館まで足を運ん

でくださいね。※「新着図書コーナー」ではなく、
別のコーナーに置いてある本もあります。

パイイ ン ター

ナショナル刊




