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「大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした」

クルベウ 藤田麗子 訳

ダイヤモンド社

肩の力を抜けば、幸せな毎日がやってくる-。

韓国の人気作家による、人間関係、仕事、恋愛

などをテーマにした、不器用な生き方を応援す

る32の心温まるエピソードを収録する。

中間テストが終わり、１０月２７日からは読書週間も始まります。そして、１０月２８．２９

日は高体連・高文連。慌ただしい毎日ですが、読書でほっと一息つきながら心豊かに過ごして

下さい。

「マジカルランド」

寺地はるな ほるぷ社
大阪の北部にある「ほたるいしマジカル

ランド」では、名物社長を筆頭にたくさ

んの人々が働いている。お客様に笑顔に

なってもらうため、日々奮闘する従業員。

そんなある日、社長が入院したという知

らせが入り…。お仕事小説。

「ぼく モグラ キツネ馬」

チャーリー・マッケジー著

川村元気 訳 飛鳥新社
じぶんにやさしくすることが、いちばんのやさ

しさなんだ。やさしくされるのをまつんじゃな

くて、じぶんにやさしくなればいいのさ-。子ど

もから大人まで、だれの心にも入り込み、力を

くれる人生寓話をイラストとともに綴る。

「くまモンの成功法則」

幻冬舎
PRもキャラクタービジネスも経験ゼロの

地方公務員集団が、なぜくまモンを人気

キャラクターに育てあげられたのか。

「チームくまモン」の基本理念と行動規範、

考え方などを、エピソードとともに紹介す

る。

「３１ｃｍ」 クラシップ

寄附された髪の毛から作ったウィッグを、

何らかの事情で髪に悩みを持つ子どもたち

に無償で提供する活動「ヘアドネーショ

ン」。ヘアドネーションに関わる16名の

インタビューを個性豊かなビジュアルとと

もに紹介する。
「ぼくはイエローでホワイト

で、ちょっとブルー２」

ブレイディみかこ 新潮社

「3月のライオン１６巻」羽

海野チカ 白泉社

「invert 城塚翡翠倒叙集」

相沢沙呼 講談社
綿密な犯罪計画により実行された殺人事件。

事件は事故として処理されるはずだったが、

犯人のもとに、死者の声を聴く美女、城塚

翡翠が現れ…。犯人の視点で描かれる倒叙

ミステリ中編全3編を収録。「medium」

続編。

「鉄道高速化物語 最速から最適へ」

小島英俊 著 創元社

スピードアップは鉄道の「使命」。在来

線の速度向上から新幹線の成功、リニア

新幹線の開発まで、「高速化」に寄与し

たさまざまな技術発達と工夫の数々を、

多角的な観点から論じる。

「ゴールデンカムイ２７

巻」野田サトル 集英社

＊読書週間中、図書館では毎年恒例

「湖北10校高校生おすすめ本2021」

のコーナーを作ります。

＊今年も本を2冊以上借りた人には、

くじ引きによるプレゼントがあります。

「透明な螺旋」

東野圭吾 文藝春秋

「月曜日の抹茶カフェ」

青山美智子 宝島社

＊コミック最新刊

「いつでも君のそばにいる葉っぱ切り絵コレクション小さなちいさな優しい世界」

リト@葉っぱ切り絵 講談社
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怠けてるのではなく、充電中です。　昨日も今日も無気力なあ

なたのための心の充電法

ダンシングスネイル‖著　生田/美保‖訳 CCCメディアハウ

ス
159-ﾀ あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 汐見/夏衛‖著 スターツ出版 913-ｼ

使える禅　暮らしに役立つ基礎知識 枡野/俊明‖監修　夏江/まみ‖マンガ　朝

日新聞出版‖編著
朝日新聞出版 188-ﾏ 魚服記 太宰/治‖著　ねこ助‖絵 立東舎 913-ﾀ

さかなクンの一魚一会　まいにち夢中な人生! さかなクン‖著・イラスト・題字 講談社 289-ｻ 神のダイスを見上げて 知念/実希人‖著 光文社 913-ﾁ

長崎の世界遺産めぐり　「オトナ周楽旅行」ハンドブック ながさきプレス 企画・編集 長崎県観光連盟 291-ﾅ パプリカ 筒井/康隆‖著 新潮社 913-ﾂ

「日本」ってどんな国?　国際比較データで社会が見え

てくる

本田/由紀‖著 筑摩書房 302-ﾎ 神様の罠 辻村/深月‖著　乾/くるみ‖著　米澤/

穂信‖著　芦沢/央‖著　大山/誠一郎‖

著　有栖川/有栖‖著

文藝春秋 913-ﾂ

被爆者からあなたに　いま伝えたいこと 日本原水爆被害者団体協議会‖編 岩波書店 319-ﾆ 冷たい校舎の時は止まる　上・下 辻村/深月‖[著] 講談社 913-ﾂ-1

人新世の「資本論」 斎藤/幸平‖著 集英社 331-ｻ 護られなかった者たちへ 中山/七里‖著 宝島社 913-ﾅ

私の顔はどうしてこうなのか　骨から読み解く日本人のルー

ツ

溝口/優司‖著 山と溪谷社 469-ﾐ 少女不十分 西尾/維新‖[著] 講談社 913-ﾆ

ひとめでわかる産業図鑑&業界地図 イノウ‖編著 技術評論社 509-ｲ リボルバー 原田/マハ‖著 幻冬舎 913-ﾊ

図解でわかる14歳からのプラスチックと環境問題 インフォビジュアル研究

所‖著

太田出版 519-ｲ 夏へのトンネル、さよならの出口 八目/迷‖[著] 小学館 913-ﾊ

図解でわかる14歳からの水と環境問題 インフォビジュアル研究

所‖著

太田出版 519-ｲ 白鳥とコウモリ 東野/圭吾‖著 幻冬舎 913-ﾋ

図解でわかる14歳から知る気候変動 インフォビジュアル研究

所‖著

太田出版 519-ｲ ヒトリシズカ 誉田/哲也‖著 双葉社 913-ﾎ

気候崩壊　次世代とともに考える 宇佐美/誠‖著 岩波書店 519-ｳ ワンダフル・ライフ 丸山/正樹‖著 光文社 913-ﾏ

はじめてのエシカル　人、自然、未来にやさしい暮らし

かた

末吉/里花‖著 山川出版社 519-ｽ サイレント・ブレス　看取りのカルテ 南/杏子‖[著] 幻冬舎 913-ﾐ

火星に住むつもりです　二酸化炭素が地球を救う 村木/風海‖著 光文社 574-ﾑ 純喫茶パオーン 椰月/美智子‖[著] 角川春樹事務所 913-ﾔ

むらの小さな精米所が救うアジア・アフリカの米づくり 古賀/康正‖著 農山漁村文化協

会

611-ｺ いまさら翼といわれても 米澤/穂信‖[著] KADOKAWA 913-ﾖ

クリーンミート　培養肉が世界を変える ポール・シャピロ‖著

鈴木/素子‖訳

日経BP 648-ｼ 春は馬車に乗って 横光/利一‖著　いとう

/あつき‖絵

立東舎 913-ﾖ

森林保護学の基礎 小池/孝良‖編著　中村/誠宏‖編著　宮本/

敏澄‖編著
農山漁村文化協会 654-ｺ 彼岸花が咲く島 李/琴峰‖著 文藝春秋 913-ﾘ

児童文学の中の家 深井/せつ子‖著 エクスナレッジ 909-ﾌ 死ぬまでに行きたい海 岸本/佐知子‖著 スイッチ・パブ

リッシング
914-ｷ

ただいま神様当番 青山/美智子‖著 宝島社 913-ｱ 九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤/愛子‖著 小学館 914-ｻ

呪術廻戦　逝く夏と還る秋 芥見/下々‖[原]著　北國/ばらっど‖[ノ

ベライズ]著
集英社 913-ｱ ベンチの足　考えの整頓 佐藤/雅彦‖著 暮しの手帖社 914-ｻ

人間椅子 江戸川/乱歩‖著　ホノジロ/トヲジ‖絵 立東舎 913-ｴ 焼きそばうえだ さくら/ももこ‖著 集英社 914-ｻ

ONE PIECE “3D2Y”　エースの死を越えて!ルフィ仲間

との誓い

尾田/栄一郎‖[原]著　浜崎/達也‖[ノベ

ライズ]著
集英社 913-ｵ 現代日本の開化ほか 夏目/漱石‖著 教育出版 914-ﾅ

さよならも言えないうちに 川口/俊和‖著 サンマーク出版 913-ｶ キャンプ日和 大町/桂月‖[ほか]著 河出書房新社 918-ｵ

テスカポリトカ 佐藤究 著 KADOKAWA 913-ｻ 西瓜糖の日々 R.ブローティガン‖著　藤本/和子‖訳 河出書房新社 933-ﾌ
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