新 着 案 内
『余物語』 （西尾 維新）

『ノーサイド・ゲーム』 （池井戸 潤）

老倉に児童虐待の専門家に仕立て上げられた阿
池井戸潤最新作！ 2019 年 7 月放映、ドラマ「ノーサ
良々木暦は、家住准教授から相談を持ち掛けられ
イド・ゲーム」(TBS 日曜劇場)の原作。経営戦略室か
た。我が子を檻に入れたまま３日も家に帰ってい
ら左遷された男が挑む。低迷ラグビー部を“経済的に”
ないという。彼は斧乃木と現場に急行する。阿良々
立て直せ！
木暦の大学生編×怪異ミステリー！

『君は月夜に光り輝く ＋Ｆｒａｇｍｅｎｔｓ 』
（佐野 徹夜）

『僕のヒーローアカデミア
ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ−２人の英雄−』 （堀越 耕平）
緑谷出久とともに巨大人工移動都市「Ｉ・アイ
ランド」を訪れたオールマイトは、旧友の天才
科学者デイヴとその娘・メリッサと再会。そん
な折、予想もできなかった事件が発生して！？
２０１８年８月公開映画のノベライズ。

不治の病「発光病」で入院したままの少女・渡良瀬ま
みず。限られた時間を懸命に生きた、まみずと卓也の
物語の「その後」
。少し大人になった卓也と、卓也の
友人・香山のそれぞれが描かれていく。本編では語り
尽くせなかった二人のエピソードも収録。

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』
（ブレイディみかこ）

『お任せ！数学屋さん３』 （向井 湘吾）
中学３年の夏を迎え、ソフトボール部は負ければ引
退となる最後の地区大会。大一番の試合に突然現れ
たのは、一時帰国した神之内宙と、謎の女子中学
生・佐伯明日菜だった。彼女はどうやら、宙の過去
を知る人物のようだが。

大人の常識を、子どもたちは軽々と飛び越えてい
く。優等生の｢ぼく｣が通う元・底辺中学は、毎日
が事件の連続。人種差別丸出しの美少年、ジェン
ダーに悩むサッカー小僧。時には貧富の差でギス
ギスしたり、アイデンティティに悩んだり。世界
の縮図のような日常を乗り越えていく。

『神様の御用人 １』 （浅葉 なつ）
『小説・暁のヨナ 同じ月の下で』
（草凪 みずほ原作・藤谷 燈子）

神様たちの御用を聞いて回る人間―“御用人”
。ある
日突然、狐神からその役目を命じられたフリーターの
良彦は、古事記やら民話やらに登場する神々に振り回
されることになる。ごく普通の“人間”が、秘めたる
願いを持った神様たちにできること。それは果たし
て、助っ人なのかパシリなのか。モフモフの狐神・黄
金とともに、良彦の神様クエスト開幕！
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『ウチら棺桶まで永遠のランウェイ』 （kemio）
人生は環境じゃなくて、全部やり方次第だって
私が証明する。モデルや発信者、歌手として多
岐にわたって活躍しているクリエイターkemio
が、自身の生き方を綴ったエッセイ。

『おそろし 三島屋変調百物語事始』
（宮部 みゆき）
１７歳のおちかは、ある事件をきっかけに心を閉
ざしてしまった。ある日、叔父はおちかに客を任
せて出かけてしまう。おそるおそる客と会ったお
ちかだったが、次第に客たちの話に引き込まれ
る。哀切にして不可思議な「百物語」。

『慈雨』 （柚月 裕子）
１６年前の幼女殺害と酷似した事件が発生。か
つて刑事として捜査にあたった神場は、消せな
い罪悪感を抱えながら、退職した身で現在の事
件を追い始める。元警察官の魂の彷徨を描く。

『ふしぎ荘で夕食を

幽霊、ときどき、カレーライス』 （村谷 由香里）
平凡な大学生・浩太が暮らす深山荘は、四畳半・
雑踏の中懐かしい声を聞き、思わず振り返ったス
夕食付きで家賃４万５千円。オンボロな外観のせ
ウォン。だがそこにいたのは記憶の中の少女では
いか“幽霊が出る”という噂があるが、住人たち
なかった。さらに花とゆめ増刊文系少女掲載作と
は全く気にしない。彼らは、悲しい過去を持つ幽
その続編も含め全 3 編収録!
霊ですら、温かく食卓に迎え入れる。

『人類は衰退しました 未確認生物スペシャル 』
（田中 ロミオ）

『恥知らずのパープルヘイズ
ジョジョの奇妙な冒険より』 （荒木 飛呂彦）

人類がゆるやかな衰退を迎えて、はや数世紀。すで
に地球は“妖精さん”のものですが、他にも未確認
な生き物がいるらしく。ちょっと怖くて、ちょっと
世知辛い、その正体とは？ 未発表の全８編を収録
したスペシャル短編集。

多くの犠牲の末に“ボス”を打ち倒したジョルノた
ち。しかし、彼らと袂を分かった少年フーゴの物語
は、未だ終わっていなかった。人気コミック「ジョ
ジョの奇妙な冒険」第５部完結の半年後を舞台にし
た物語。

『狩人の悪夢』 （有栖川 有栖）
ホラー作家の白布施と対談することになった、
推理作家の有栖川有栖。眠ると悪夢を見てしま
うという部屋のある白布施の家に行くことに
なった有栖だが、事件に巻き込まれる。火村英
生シリーズ。

『弱虫ペダル６１』（渡辺 航）

※ 皆さんからのリクエストを受け付けています！

新 着 案 内
～社会科学～
『開幕！世界あたりまえ会議 私の「ふつう」は、
誰かの「ありえない」』 （斗鬼 正一）
自分にとっての「あたりまえ」は、必ずしもみん
なの「あたりまえ」ではない！ 牛のうんこで手を
洗う、兄弟で１人の妻をシェア、パジャマで街を
歩くのがおしゃれ。８３の世界の「仰天あたりま
え」を紹介する。

みんな待ってた、初エッセイ集。大人も子どもも、
それ以外も、
「考えすぎちゃう」すべての人へ。
「自
由って何？」「子どもに優しくできないよ」「あれ
は人生の無駄？」「他人のストローの袋が気にな
る」
「明日、すごいやる気を出す方法」等々。読む
とクスッとしてホッとしてちょっとイラッとす
る、新感覚なスケッチ解説エッセイ。

『へんな星たち

『栄養素キャラクター図鑑

天体物理学が挑んだ１０の恒星』 （鳴沢 真也）
イナバウアーする二重円盤プレオネ、１０光年の
長い尾を引くミラ、墨を吐いて姿をくらますタコ
のようなかんむり座Ｒ星。恒星研究のプロフェッ
ショナルが、厳選した１０個のへんな星たちをわ
かりやすく解説。

たべることがめちゃくちゃ楽しくなる！』（田中 明）
野菜をキャラクター化して、それぞれの歴史や特
徴を紹介。「栄養素キャラクター図鑑」のキャラ
クターたちも登場し、どの栄養素がどの野菜に含
まれているかがわかる。女子栄養大学栄養クリニ
ックとのコラボ第２弾。

『脳を鍛えるには運動しかない！
最新科学でわかった脳細胞の増やし方』
（ジョン・Ｊ・レイティ著/野中 香方子訳）

『ピコ太郎のつくりかた』 （古坂大魔王）
世界で一番有名な日本人エンターテイナー、ピコ
太郎はこうして生まれた！ 「バズる３条件は多
面的・一極集中・スピーディー」「愛こそ最強」
など、世界中で一大ブームが起きた秘密と売れる
ための準備を初めて明かす。

脳を最高の状態に保つには、体を精一杯はたらか
せなければならない。体の活動がなぜ、そしてい
かに大切なのか。学習、ストレス、依存症、加齢
などさまざまな視点から、事例を交え説明する。

『時間を忘れるほど面白い人間心理のふしぎがわかる本
なぜ私たちは「隅の席」に座りたがるのか？』 （清田 予紀）
街中でつい行列に目がいくのも、隅の席に座りたがるのも、頭の
中で同じメロディーが流れ続けるのも、
「深層心理」のなせるわざ。
知れば知るほど面白くて役に立つ、身のまわりに表われる「深層
心理の世界」を紹介する。

なわばりをアピールしたいときは？ 爪切り、したほうがいい？ ハム
スターの性格や習性などについて、ハムスター目線で解説。飼い主が
思わずハッとするハムスターの本音を豊富なイラストとともに紹介し
ます。

『思わず考えちゃう』 （ヨシタケ シンスケ）

（エドワード・ブルック=ヒッチング著/関谷 冬華訳）
アトランティス、悪魔の島、朝鮮島。神話や伝承
として語り継がれたものから探検家の間違いや
誤解、完全な「でっち上げ」まで、１３０点を超
える美しい古地図と貴重な図版・写真とともに、
幻の世界を読み解く。

～その他～

『ハムスターがおしえるハムの本音
飼い主さんに伝えたい１３０のこと』 （今泉 忠明）

～芸術～

『世界をまどわせた地図 伝説と誤解が生んだ冒
険の物語 （ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＧＥＯＧＲＡＰＨＩＣ）』

楽しい保育、子育て、子どもの世界へようこそ！
関東の保育園に勤める男性保育士・てぃ先生が、
ほっこり＆泣けてくる、子どもたちとのハートフ
ルエピソードを紹介。

不適切な養育が子どもの脳を「物理的」に傷つけ、
学習欲の低下や非行、心の病を引き起こす。科学
的見地から子どもの脳を解明し、傷つきから守る
方途と、健全なこころの発達に不可欠である愛着
形成の重要性を説く。
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～自然科学～

『きょう、ほいくえんでね…!!
保育士てぃ先生のつぶやき日誌』 （てぃ先生）

『子どもの脳を傷つける親たち』 （友田 明美）
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～キミも英語多読に挑戦しよう！～
★多読とは？
やさしすぎるくらいの本から始めて、読む楽しさを味わいながら、とにかくたくさんの本を読むことで、
英文が読めるようになります。ゆっくりでもいいので、すこしずつ始めていきましょう。

『LAST STOP ON MARKET STREET』
（Matt de la Peña）
【2016 年ニューベリー賞、2016 年コール
デコット賞オナー賞受賞作品】
ジェイとおばあちゃんは日曜日、バスにの
ります。どこにむかうのかな?おばあちゃ
んの言葉が心の扉をひらく。
ニューヨーク・タイムズ、ウォール・スト
リート・ジャーナル他、アメリカのマスメ
ディアで話題沸騰の絵本。

『Lionboy』 （Zizou Corder）
近未来のロンドン。地球は「帝国」の支
配を受けていた。ガソリンなどの資源は
尽き、車に乗れるのは特権階級の人々だ
け。ある日、チャーリーの両親が忽然と
消えた。ネコ語を話すチャーリーの大冒
険がはじまる。世界 34 カ国で出版され
ている、英国でのベストセラー・ファン
タジー！３部作の第１作。

