
  

 

              

                           

      

                                                             

                                    

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

◆  人気作家の新刊本 

 

★クスノキの番人 

    東野 圭吾著 実業之日本社 
 

柳澤家が代々番人をする、月郷神社の大きなクスノキには

不思議な力が――  

不当な理由で職場を解雇され、その腹いせに罪を犯し逮捕

されてしまった主人公の玲斗は、釈放される代わりにクスノ

キの番人を任される。 何事にもやる気がなく、コイントスで

物事を決めるような青年だったが、クスノキに満月の夜に祈

念をする人達との出会いにより、人の思いに触れる事に。 

「秘密」「時生」「ナミヤ雑貨店の奇蹟」に続く心温まるフ

ァンタジー作品です。 

 

★十字架のカルテ 

      知念 実希人著 小学館 
 

最注目ミステリー作家が挑む、究極の頭脳戦。正確な鑑定

のためにはあらゆる手を尽くす―― 

日本有数の精神鑑定医・影山司の助手に志願した新人医師・

弓削凛は、犯罪者の心の闇に対峙していく。究極の頭脳戦の

果てに、影山が見据える未来とは。そして凛が精神鑑定を学

ばねばならない理由とは……。 

『ムゲンの i』『ひとつむぎの手』『崩れる脳を抱きしめて』

で 3 年連続本屋大賞ノミネート! 今春映画化の『仮面病棟』

でも話題沸騰! 医療ミステリーの最先端を行く著者の最新

作です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆  話題の本 
 

★ぼくはイエローでホワイトで、 

ちょっとブルー 

フレディ みかこ著 新潮社 

 

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、思春期真っ

只中の息子とパンクな母ちゃんは、ともに考え悩み乗り越

えていく。 

イギリスで国際結婚をした日本人ライターと息子さん

の生活を綴った日々のエッセイです。 

 

  ★こども六法 

山崎 総一郎著 弘文堂 
 

法律はみんなを守るためにある。法律を知っていれば自

分も大切にできるし、相手のことも尊重できる。 

どうして暴力がいけないのか、悪口を言ってはいけない

のか、そんな疑問に対して子どもにちゃんと説明できない

大人や、どうしていやなのか強く意見を言えない子どもた

ちはたくさんいます。そんな方にも親しみやすい文と絵で、

身近なことと法律を結びつけて１かえら教えてくれる、深

くて重みもありつつ優しくてわかりやすい素敵な法律の

入門書です。 

大人でも知らないことがたくさんある法律の世界、ぜひ

子どもと一緒に読んで、社会のルールについて話し合って

みてください。 

学校が再開し、いよいよ授業が始まります。新型コロナウイルスの感染拡大もようやく

落ち着き、多くの県で緊急事態宣言が解除されました。まだまだ油断は禁物ですが、一人

一人が感染防止に努めつつ、一日も早く新しい環境に慣れ楽しい学校生活を送ることがで

きることを期待しています。 今年度も大いに図書館を利用してください。皆さんのご利用

を心よりお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 と  お知らせとお願いお知らせ 

５月中の図書館利用は、新型コロナウイルス感染防止のため、本の貸出と返却のみとします。

1階の入り口は閉鎖していますので、２階入り口より入館してください。三つの密にならないよ

う、お互いに気をつけて利用するようにしましょう。 
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【B081 文庫本】 

＊ステップ       重松 清著 中央公論新社 

＊仮面病棟        知念実希人著 実業之日本社 

＊あしたの君へ        柚月裕子著 文藝春秋 

【S081 新書本】 
＊読解力を身につける     村上慎一著 

＊きみのまちに未来はあるか？；「根っこ」から地域を 

つくる                       徐本理史他著 

＊博士の愛したジミな昆虫   金子修治他編著 

＊有権者って誰？            藪野祐三著 

      （以上 岩波ジュニア新書） 

＊草原の生覇 大モンゴルまで；シリーズ中国の歴史③    

古松崇志著 

＊大岡信『折々のうた』選 短歌（二） 水原紫苑編 

〃       詩と歌謡  蜂飼 耳編 

＊教育は何を評価してきたのか 本田由紀著 

＊世界経済図説 第四版        宮崎 勇他著 

＊５Ｇ；次世代移動通信規格の可能性  森川博之著 

＊「勤労青年」の教養文化史   福間良明著 

           （以上 岩波新書 新赤版） 

【０００ 総記】 
＊決定版 コンピュータサイエンス図鑑 

           ﾍﾚﾝ･ｺｰﾙﾄﾞｳｪルほか監修 創元社 

＊迷走する教員の働き方改革；変形労働時間制を考える  

内田 良他著 

＊3.11 を心に刻んで 2020     岩波書店編集部編 

＊沖縄を世界軍縮の拠点に；辺野古を止める構想力  

豊下楢彦他著 

＊新版 ひきこもりのライフプラン；「親亡き後」をど 

うするか                     斎藤 環他著 

＊介護保険が危ない！         上野千鶴子他編 

                 （以上 岩波ブックレット） 

【１００ 哲学】 
＊図説 一冊で学び直せる哲学の本 

                  小川仁志監修 学研プラス 

＊ひと目でわかる心のしくみとはたらき図鑑 

                       黒木俊秀監修 創元社 

＊完全定本 暦大全     山道帰一著 河出書房新社 

【２００ 歴史】 
＊愛知県史 通史編９ 現代 

  〃   通史編 10 年表・索引 

 愛知県史編さん委員会編 愛知県 

＊47 都道府県・名字百科     森岡 浩著 丸善出版 

＊エベレスト；命・祈り･挑戦 ｻﾝｸﾞﾏ･ﾌﾗﾝｼｽ著 徳間書店 

【３００ 社会科学】 

＊暮らしを支える仕事 見る知るシリーズ 

   警察官の一日 

   消防官の一日 

               WILLこども知育研究所編 保育社 

＊福祉業界で働く         戸田恭子著 ぺりかん社 

＊わたしが障害者じゃなくなる日；難病で働けなくても

ふつうに生きられる世の中のつくりかた  

  海老原宏美著 旬報社 

＊乳幼児の発達と保育；食べる・眠る・遊ぶ・繋がる 

                  秋田喜代美監修 朝倉書店 

 

【４００ 自然科学】 
＊シリーズ人体 遺伝子；健康長寿、容姿、才能まで秘密

を解明！    NHK スペシャル「人体」取材班著 講談社 

【５００ 技術・工学・工業】 
＊エネルギー400 年史；薪から石炭、石油、原子力、再生

可能エネルギーまで      ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾛｰｽﾞ著 草思社 

＊グレタのねがい；地球をまもり未来に生きる 

           ｳﾞｧﾚﾝﾃｨﾅ･ｷｬﾒﾘﾆ著 西村書店 

＊グレタと立ち上がろう；気候変動の世界を救うための 

 18 章        ｳﾞｧﾚﾝﾁﾉ･ｼﾞｬﾝﾈｯﾗ著 岩崎書店 

＊未来を変える目標 ＳＤＧｓアイデアブック 

 一般社団法人 Think the Earth 編著 紀伊国屋書店 

＊月へ 人類史上最大の冒険  ﾛｯﾄﾞ･ﾊﾟｲﾙ著 三省堂 

＊未来を変えるロボット図鑑 

          ﾙｰｼｰ･ﾛｼﾞｬｰｽﾞほか監修 創元社 

＊スコーン大好き！；いちばん愛される英国菓子 15 人のと

っておきレシピ     小関由美著 誠文堂新光社 

【６００ 産業】 
＊まるごとわかるタマゴ読本 

          渡邊乾ニ著 農山漁村文化協会 

＊47 都道府県・商店街百科  

正木久仁他編著 丸善出版 

＊日本のローカル航空；地方を結ぶエアコミューターの魅

力のすべて       秋本俊一著 河出書房新社 

【７００ 芸術】 
＊デジタルカメラで昆虫観察 

海野和男著 誠文堂新光社 

＊京の工芸ものがたり２   中野仁人著 理論社 

＊令和版 基礎から学ぶ！メンタルトレーニング  

高妻容一著 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ・ﾏｶﾞｼﾞﾝ社 

＊オールブラックス圧倒的勝利のマインドセット 

  今泉 清著 学研プラス 

＊観戦＆プレーで役に立つ！ ラグビーのルール 
〔改訂新版〕 日本ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会監修  実業之日本社 

【８００ 言語】 
＊自分で考え、自分で書くためのゆかいな文章教室  

 今野真二著 誠文堂新光社 

＊英語で読む外国人がほんとに知りたい日本の文化と

歴史             ﾛｯｸﾘｰ･ﾄｰﾏｽ著 東京書籍 

＊改訂新版 アメリカで生活する英語表現集  

   長井千枝子著 ベレ出版 

＊ニューエクスプレス+スペイン語（CD 付） 

                     福嶌教隆著 白水社 

＊ニューエクスプレス+チェコ語（CD 付） 

                    保川亜矢子著 白水社 

【９００ 文学】 
＊綴る女；評伝・宮尾登美子 林真理子著 中央公論新社 

＊堺い目なしの世界       角野栄子著 理論社 

＊十字架のカルテ        知念実希人著 小学館 

＊クスノキの番人       東野圭吾著 実業之日本社 

＊バタフライ；17 歳のシリア難民少女がリオ五輪で泳ぐま

で                    ﾕｽﾗ･ﾏﾙﾃﾞｨﾆ著 朝日新聞出版 

＊グレタ たったひとりのストライキ 

                  ﾏﾚｰﾅ&ﾍﾞｱﾀ･ｴﾙﾏﾝ他著 海と月社 

＊世界を救う 100 歳老人   ﾖﾅｽ･ﾖﾅｿﾝ著 西村書店 

新着図書案内 
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