
ネット炎上の研究 田中　辰雄
スマホ断食 藤原　智美
教養としての認知科学 鈴木　宏昭
マルチメディアを考える 清水　恒平
白と黒のとびら 川添　愛
できるＷｏｒｄ　＆　Ｅｘｃｅｌパーフェクトブック困った！＆便利ワザ大全 井上　香緒里
〈インターネット〉の次に来るもの ケヴィン・ケリー
東大教師が新入生にすすめる本　２００９－２０１５ 東京大学出版会『ＵＰ』編集部

世界の美しい本 海野　弘
日本の著作権はなぜもっと厳しくなるのか 山田　奨治

★ 進路・将来を考える 佐藤　理絵
偶然短歌 いなにわ
世界年鑑　２０１６ 共同通信社

覚えておきたい人と思想１００人 本間　康司
しんがりの思想 鷲田　清一
大人になるためのリベラルアーツ 石井　洋二郎
ハーバードの人生が変わる東洋哲学 マイケル・ピュエット

ひらめきクリック！大全 桑原　晃弥
筆跡の魔法 芳田　マサヒロ
高校倫理が好きだ！ 坂口　克彦
世界幸福度ランキング上位１３カ国を旅してわかったこと マイケ・ファン・デン・ボーム

ミライの授業 滝本　哲史
★ リストマニアになろう！ ポーラ・リッツォ
働く君に伝えたい「お金」の教養 出口　治明
人間はたまねぎ 小川　仁志
人生の超難問Ｑ＆Ａ ひろ　さちや
自分の時間 アーノルド・ベネット

だれだって、いつもゼロスタート 佐藤　綾子
自分を操る超集中力 ＤａｉＧｏ
ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ勝利学 山田　吉彦
わが息子よ、君はどう生きるか フィリップ・チェスターフィールド

イスラム 中村　広治郎
最期のことば 佐々木　閑 世界の動物＆絶景１００
あなたのままで輝いて 片柳　弘史 ＳＡＴＥＬＬＩＴＥ 佐藤　健寿

都道府県のクイズ図鑑
歴史家が見る現代世界 入江　昭 真備町〈倉敷市〉歩けば 小野　克正
第一次世界大戦史 飯倉　章 日本の絶景＆秘境１００
新選組最新夜話 伊東　成郎 沖縄
乙女の日本史　文学編 堀江　宏樹 京都
語り遺す戦場のリアル 共同通信「戦争証言」取材班 東京
明治大正史　上下巻 中村　隆英 新バリエーションハイキング 松浦　隆康
歴史の「常識」をよむ 歴史科学協議会 北欧女子オーサのニッポン再発見ローカル旅 オーサ・イェークストロム

平安大事典 倉田　実 香港＆マカオ
写真集日本近代化へのまなざし 江川文庫 台北
１０分で読む日本の歴史 ＮＨＫ「１０ｍｉｎ．ボックス」制作班 イタリア
綾瀬はるか「戦争」を聞く　２ ＴＢＳテレビ『ＮＥＷＳ２３』取材班 ニューヨーク
３０代記者たちが出会った戦争 共同通信社会部
台与の正体 関　裕二 アイスランド・グリーンランド・北極を知るための６５章 小沢　実
豊臣秀吉を名乗る人物から刀狩りの連絡が来ました。詐欺でしょうか？ スエヒロ 私たちはどこへ行こうとしているのか 小熊　英二
テーマで読み解く中国の文化 湯浅　邦弘 世界「最終」戦争論 内田　樹
ベトナムの世界史 古田　元夫 ポスト資本主義 広井　良典
『ベルサイユのばら』で読み解くフランス革命 池田　理代子 世界「最終」戦争論 内田　樹
この年齢（とし）だった！ 酒井　順子 日本国民であるために 互　盛央

◎ 信長公記 太田　牛一 国ってなんだろう？ 早尾　貴紀
命の尊さについてぼくが思うこと 山田　倫太郎 現代日本政治入門 新藤　宗幸

★ 僕はこうして科学者になった 益川　敏英 覚えておきたい総理の顔 本間　康司
光を失って心が見えた 新井　淑則 公民権運動の歩兵たち 北　美幸
アウンサンスーチーのミャンマー 房　広治 女性官僚という生き方 村木　厚子
空の軌跡 ベルトラン・ピカール 警察は本当に「動いてくれない」のか 佐々木　保博
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約380冊入荷

（7/1～8/31入荷分）

東雲祭お疲れ様でした♪天気にも恵まれ、無事に終わり良かったです。

台風の影響などで、落ち着かない天気が続いていますが、勉強やスポー

ツの秋、それから読書の秋はいかがですか？先月はたくさんの本が図書

館に入ってきています。直木賞・芥川賞受賞作品もありますし、ぜひ新

着本をチェックしてみてくださいね！

学校生活や部活動、志望学科と

将来の職業との関連性、大学入

試の小論文対策まで現役の司書

教諭が“中高生に薦めたい本”

６０９冊を精選。入手しやすい

物を中心に紹介。

２００８年にノーベル賞を受賞した

著者の初の自伝。宿題を１回もしな

かった少年は、いかにして世界に名

だたる物理学者になったのか？ユー

モアあふれるエピソードでつづる

“理系人生”。

ＴｏＤｏリスト、良い点・悪い

点リスト、調べものリスト、死

ぬまでにやりたいことリスト、

感謝することリスト…人生は

たった１枚の紙（またはたった

1つのアプリ）で変えられる！

直木賞 芥川賞



２１世紀の戦争と平和 孫崎　享 ★ 進化くん マラ・グランバム

日本はなぜ、「戦争ができる国」になったのか 矢部　宏治 海・川・湖の奇想天外な生きもの図鑑 武田　正倫
世界の人びとに聞いた１００通りの平和　全４巻 伊勢崎　賢治 クマゼミから温暖化を考える 沼田　英治
憲法の理性 長谷部　恭男 昆虫は最強の生物である スコット・リチャード・ショー

１３歳からの領土問題 松竹　伸幸 顔がわかるさかな図鑑 知来　要
◎ その損の９割は避けられる 大江　英樹 経絡・ツボの教科書 兵頭　明
行動経済学の逆襲 リチャード・セイラー 看護師のための早引き看護に役立つ基礎事典 西崎　統

★ 大学４年間の経済学が１０時間でざっと学べる 井堀　利宏 不妊治療を考えたら読む本 浅田　義正
貧困の克服 アマルティア・セン 耳は１分でよくなる！ 今野　清志
完全図解海から見た世界経済 山田　吉彦 講座ケア 広井　良典
野蛮から生存の開発論 佐藤　仁 スマホ汚染〈電磁放射線被曝〉から赤ちゃん・子どもを守る 古庄　弘枝
国際協力師になるために 山本　敏晴 走り方で脳が変わる！ 茂木　健一郎
人口から読む日本の歴史 鬼頭　宏
インクルージョン思考 石田　章洋 文系のための資源・エネルギーと環境 池田　良穂
トヨタの失敗学 ＯＪＴソリューションズ トコトンやさしいエネルギーの本 山崎　耕造
元国税調査官が暴くパナマ文書の正体 大村　大次郎 世界をつくった６つの革命の物語 スティーブン・ジョンソン

コミュ障は治らなくても大丈夫 吉田　尚記 ややっ、ひらめいた！奇想天外発明百科 マウゴジャタ・ミチェルスカ

くらべる東西 おかべ　たかし まちづくりの哲学 蓑原　敬
アイデンティティと暴力 アマルティア・セン マンホール 石井　英俊
チームワークの心理学 マイケル・Ａ．ウェスト 文系のための環境科学入門 藤倉　良
君たちが知っておくべきこと 佐藤　優 本当の夜をさがして ポール・ボガード
人口減少社会という希望 広井　良典 大迫力！写真と絵でわかる日本の城・城合戦 小和田　泰経
生命の政治学 広井　良典 ディーゼル車に未来はあるか 杉本　裕明
知らないとソンするお金と税金の話 零戦のしくみ 矢吹　明紀
１８歳からの社会保障読本 小塩　隆士 基礎からのＷｅｂアプリケーション開発入門 前橋　和弥
貧困大国ニッポンの課題 橘木　俊詔 レア キース・ベロニーズ

日本の給料＆職業図鑑Ｐｌｕｓ 給料ＢＡＮＫ やめてみた。 わたなべ　ぽん
男が働かない、いいじゃないか！ 田中　俊之 しない家事 マキ
母からの解放 信田　さよ子 ◎ 料理の四面体 玉村　豊男
不安社会を変える 暉峻　淑子 部活弁当 山口　美佐
貧困　子供のＳＯＳ 読売新聞社会部 和食のきほん、完全レシピ 野崎　洋光
大災害の時代 五百旗頭　真 ★ キューブスイーツ 信太　康代
日本の子育て共同参画社会 金子　勇 はじめての手づくり和菓子 安田　由佳子
コンビニ難民 竹本　遼太
防災リテラシー 太田　敏一
やるっきゃない！俺たち県庁防災対策部 稲垣　司
なぜ「教えない授業」が学力を伸ばすのか 山本　崇雄
協調学習とは 三宅　なほみ
１８歳選挙権に向けて主権者教育のすすめ 藤井　剛

★ ふじようちえんのひみつ 加藤　積一
三本木農業高校の命の授業 青森県立三本木農業高等学校

すぐ書ける！志望理由書完全マニュアル 内田　悟
大学図鑑！　２０１７ オバタ　カズユキ

東京大学「教養学部報」精選集 東京大学教養学部教養学部報編集委員会

大学生のためのリサーチリテラシー入門 山田　剛史
ブラックバイト 今野　晴貴
インクルーシブ教育ってどんな教育？ 青山　新吾
化粧の日本史 山村　博美
すしのひみつ 日比野　光敏
箸はすごい エドワード・ワン
昔こっぷり　ふくやまの民話 備後語りの会
総力戦体制の正体 小林　啓治
君たちには話そう いしい　ゆみ

科学的とはどういう意味か 森　博嗣
面白くて眠れなくなる数学ファイナル 桜井　進
数学の現在　ｉ・π・ｅ 斎藤　毅
数学ガールの秘密ノート 結城　浩
高校数学でわかるアインシュタイン 酒井　邦嘉
人物でよむ物理法則の事典 米沢　富美子
マンガ現代物理学を築いた巨人ニールス・ボーアの量子論 ジム・オッタヴィアニ

光と電磁気　ファラデーとマクスウェルが考えたこと 小山　慶太
夢の新エネルギー「人工光合成」とは何か 光化学協会
宇宙の地図 観山　正見
星空の演出家たち 中日新聞出版部
地図マニア空想の旅 今尾　恵介
地図がわかれば社会がわかる 田代　博
ジオパークへ行こう！ 林　信太郎
気象予報士・予報官になるには 金子　大輔
地球温暖化は解決できるのか 小西　雅子
恐竜野外博物館 ヘンリー・ジー
知の発見 中村　桂子
ゲノムに書いてないこと 中村　桂子
自然を楽しむ 盛口　満
生命の始まりを探して僕は生物学者になった 長沼　毅
博物学の時間 青木　淳一
面白くて眠れなくなる進化論 長谷川　英祐
フィールドサイエンティスト 佐藤　哲
面白くて眠れなくなる人類進化 左巻　健男

◎をつけた本は生徒、教員のリクエストで入荷しました。★は表紙の写真を掲載しています。リクエスト＆予約は随時受付中。
4類　　数学・物理・化学・生物など3類　　社会・経済・教育・法律など

4類　　数学・物理・化学・生物など

5類　　技術・環境問題など

テレビ放映で大反響！ユニーク

な形の園舎の型破り園長先生が

伝える、子どもが心ゆたかに育

つために大切なこと。“世界で

最も楽しい幼稚園”の園長先生

が、かつて子どもだった大人に

贈る珠玉のメッセージ！

何でこうなるの！「進化の擬

人化」というアイデアで、全

米ベストセラーとなった奇妙

な生物写真集。カラー写真１

００種類以上収録！

キューブ型の王道スイーツから、

アイスケーキやスイーツパンま

で。四角い顔が愛らしい！ＲＥ

ＣＩＰＥ ５０ ＯＶＥＲ。プ

レゼントの箱のような可愛らし

いキューブスイーツ！

「難しい」といわれる経済学だが、

本当に必要な知識は、１０時間もあ

れば学習できる。経済学部だった人

は「復習」として。「経済のニュー

スがわからない…」という人は最初

の１冊として。



★ 悪夢の食卓 鈴木　宣弘
◎ 線虫学実験 水久保　隆之
心があったかくなる犬と飼い主の８つの物語 三浦　健太
ドッグトレーナー・犬の訓練士になるには 井上　こみち
広島の木に会いにいく 石田　優子
「備中漆」復興の歩み 高山　雅之
最新版！激安食品の正体 別冊宝島編集部
販売員・ファッションアドバイザーになるには 浅野　恵子
日本の色 桜井　輝子
東京手みやげと贈り物 朝日新聞出版
京都手みやげと贈り物 朝日新聞出版生活・文化編集部

ＵＳＪを劇的に変えた、たった１つの考え方 森岡　毅
ＦＴＡ・ＴＰＰの政治学 大矢根　聡
安保法案テレビニュースはどう伝えたか 放送を語る会
メディアが震えた 丹羽　美之

めくるめく現代アート 筧　菜奈子
アートの入り口　アメリカ編 河内　タカ
僕はダ・ヴィンチ ヨースト・カイザー

素手のふるまい 鷲田　清一
怖い浮世絵 日野原　健司
新怖い絵 中野　京子
僕はカンディンスキー アナベル・ハワード

僕はモネ サラ・パップワース

イチバン親切な油絵の教科書 上田　耕造
学べるマンガ１００冊 佐渡島　庸平

★ フランスはとにっき 藤田　里奈
水木サンの幸福論 水木　しげる
すごい動物園 ＳＴＵＤＹ
バカ田大学講義録なのだ！ 泉　麻人
ストロボフライ もうひとつの研究所

マンガ文化５５のキーワード 竹内　オサム
スヌーピーのぼくの家は屋根の上 チャールズ・Ｍ．シュルツ

坊っちゃん 夏目　漱石
墨のれっすん　３・４ 『墨』編集部
イラストでよくわかるカメラとレンズの疑問１０８ デジタルカメラマガジン編集部

ひとりじゃなかよ 西本　喜美子
ＤＴＭミキシングの基礎技術を解説付きで実演しちゃいました 石田　ごうき
ブラバンキッズ・オデッセイ 石川　高子
ブラバン甲子園大研究 梅津　有希子
何度でもオールライトと歌え 後藤　正文
アイドルとヲタク大研究読本 ぺろりん先生
とと姉ちゃん　Ｐａｒｔ２ 西田　征史
永遠のオードリー・ファッション テレンス・ペッパー

スポーツ年鑑　２０１６
ＪＯＡオリンピック小事典 日本オリンピック・アカデミー

勝つ人 武井　壮
前を向いて歩こう バレーボールＮＥＸｔ編集部

連続写真が教えてくれる！テニス基本＆応用スイング スマッシュ
五輪サッカー〈男子〉その長い歴史と激闘の記録 国吉　好弘 ひかりあつめて 杉本　深由起
甲子園を目指した少女 片岡　安祐美 光と影を映す 山田　太一
部活で差がつく！ソフトテニス必勝のコツ 中村　謙 マチネの終わりに 平野　啓一郎
野球ノートに書いた甲子園　４ 高校野球ドットコム編集部 Ｑ→Ａ 草野　たき
宮沢崇史の理論でカラダを速くするプロのロードバイクトレーニング 宮沢　崇史 希望荘 宮部　みゆき
強く、潔く。 吉田　沙保里 天才 石原　慎太郎
勝つ弓道百射百中のポイント５０ 福呂　淳 クララ殺し 小林　泰三
Ｔｈｅ　ＮＩＮＪＡ－忍者ってナンジャ！？－公式ブック 「Ｔｈｅ　ＮＩＮＪＡ－忍者ってナンジャ！？－」実行委員会 待ってよ 蜂須賀　敬明
岡山県高校野球本　２０１６ 偶然屋 七尾　与史
リアル脱出ゲーム公式過去問題集 ＳＣＲＡＰ ルドルフともだちひとりだち 斉藤　洋

ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤　洋
★ 街場の文体論 内田　樹 金メダル男 内村　光良
ことばのおもしろ事典 中島　平三 水族館ガール　３ 木宮　条太郎
ウケる技術 小林　昌平 チェ・ゲバラの遥かな旅 戸井　十月
出口汪の「最強！」の話す技術 出口　汪 記憶屋　３ 織守　きょうや
漢字の使い分けときあかし辞典 円満字　二郎 サッド・フィッシュ 佐藤　青南
英語に好かれるとっておきの方法 横山　カズ 引っ越し大名三千里 土橋　章宏
東京大学教養英語読本　１・２ 東京大学教養学部英語部会 ボニンブルーのひかり 白石　まみ
３分で泣ける。英語でショートショート デイビッド・セイン トンヤンクイがやってきた 岡崎　ひでたか
ホームステイの英会話リアル表現ＢＯＯＫ イムラン・スィディキ クリーピー　スクリーチ 前川　裕
ＮＨＫ出版これならわかるスペイン語文法 広康　好美 ぬるま湯女子会、３８度 南　綾子

ウエディングドレス 玉岡　かおる
はじめての批評 川崎　昌平 ビビビ・ビ・バップ 奥泉　光
ファンタジーへの誘い ＴｒｉｃｋｓｔｅｒＡｇｅ編集部 天下人の茶 伊東　潤
東海の文学風土記 三田村　博史 アトロシティー 前川　裕
１００人の森博嗣 森　博嗣 真田十勇士　全３巻 小前　亮
内田樹による内田樹 内田　樹 何様ですか？ 枝松　蛍
大人になるまでに読みたい１５歳の短歌・俳句・川柳　全３巻 黒瀬　珂瀾 カササギの計略 才羽　楽
武士はなぜ歌を詠むか 小川　剛生 青空エール 河原　和音
万葉集をどう読むか 神野志　隆光 マイ国家 星　新一

★ あなたに、会えてよかった 中島　未月 東京すみっこごはん　１・２ 成田　名璃子

6類　　農業・畜産・商業など

9類　　文学論・小説

7類　　芸術・スポーツ・音楽など

8類　　日本語・英語・その他言語

9類　　文学論・小説

今ならまだ間に合う！「安全保障

の要は食料」という認識の欠如が

農業問題の根本。活路は競争では

なく中庸にある。増大する遺伝子

組み換え・成長促進剤・食品添加

物、伸び悩むＧＤＰ、滅び行く地

方都市・自然…。

ワーキングホリデーでフランスに住

むことを決めたら、漫画家デビュー

＆連載が決まっちゃいました☆フラ

ンス語ができない！方向音痴！家も

決まってない！それでも楽しく１年

過ごしました。優雅じゃない突撃お

フランスエッセイ☆

内田樹さんが最後の講義で「どうし

ても伝えたかったこと」がつまった

一冊は、「言語と文学」の集大成。

文章を書く上で必要な「読み手に対

する敬意と愛」が実践的にわかる。

空の写真家・ＨＡＢＵの写真に、

五行歌人・中島美月の心温まる詩

をのせた写真詩集。愛しい人へ、

大切な人へ、ありがとうを伝える

一冊。美しく生きよう。優しい時

間を生きよう。つながっている、

この空の下で。



ねこのおうち 柳　美里 アリス・イン・ワンダーランド Ｔ．Ｔ．サザーランド

珠玉の短編 山田　詠美 虚構の男 Ｌ．Ｐ．デイヴィス
陸王 池井戸　潤 ゴールドフィンチ　全４巻 ドナ・タート
小説君の名は。 新海　誠 プリンス・チャーミングと呼ばれた王子たち クリストファー・ヒーリー

雲は湧き、光あふれて 須賀　しのぶ ★ スコット親子、日本を駆ける チャールズ・Ｒ．スコット

八月の青い蝶 周防　柳 ハリネズミの願い トーン・テレヘン
ショートショートの缶詰 田丸　雅智 フランス文学は役に立つ！ 鹿島　茂
ブラッド・アンド・チョコレート 菅原　和也 テオの「ありがとう」ノート クロディーヌ・ル・グイック＝プリエト

カスミとオボロ 丸木　文華 ぼくは君たちを憎まないことにした アントワーヌ・レリス

活版印刷三日月堂 ほしお　さなえ アウシュヴィッツの図書係 アントニオ・Ｇ．イトゥルベ

ラストナイト 薬丸　岳 アウシュヴィッツの囚人写真家 ルーカ・クリッパ
尻尾と心臓 伊井　直行 やまびと（絵本） 柳田　国男
５分で凍る！ぞっとする怖い話 『このミステリーがすごい！』編集部 スタジオジブリの乗りものがいっぱい（絵本） スタジオジブリ
ケーキ王子の名推理（スペシャリテ） 七月　隆文 はっきょいどーん（絵本） やまもと　ななこ
汚れた赤を恋と呼ぶんだ 河野　裕 庭のマロニエ（絵本） ジェフ・ゴッテスフェルド

その白さえ嘘だとしても 河野　裕 まよいが（絵本） 柳田　国男
さくら聖・咲く 畠中　恵 かっぱ（絵本） 柳田　国男
スタフ 道尾　秀介 地獄（絵本） 白仁　成昭
主夫のトモロー 朱川　湊人 ワンダーガーデン（絵本） クリスティヤーナ・Ｓ．ウィリアムズ

推理は一日二時間まで 霧舎　巧 スタジオジブリの生きものがいっぱい（絵本） スタジオジブリ
ショートショート千夜一夜 田丸　雅智
おおあたり 畠中　恵
百年後、ぼくらはここにいないけど 長江　優子
美しい距離 山崎　ナオコーラ
アンマーとぼくら 有川　浩
歌姫メイの秘密 伊藤　たかみ
ＯＮ 内藤　了
神隠しの森 梨沙
すごろく巡礼 松崎　有理

★ ジニのパズル 崔　実
帰郷 浅田　次郎
ウェディング・マン 日野　草
陽炎太陽 綾崎　隼
ミヤマ物語　第２部 あさの　あつこ
風歌封想 綾崎　隼
君にさよならを言わない　２ 七月　隆文
ことづて屋　１・２ 浜野　京子

★ ＣＯＬＯＲＳ カスヤ　ナガト
消滅世界 村田　沙耶香
コンビニ人間 村田　沙耶香
津軽双花 葉室　麟
撫物語 西尾　維新
青い海の宇宙港　春夏篇／秋冬篇 川端　裕人
西一番街ブラックバイト 石田　衣良
ラストレシピ 田中　経一
京都寺町三条のホームズ　５ 望月　麻衣

◎ ソードアート・オンライン　１８ 川原　礫
バッカーノ！１９３５　Ｄ 成田　良悟
殺生伝　１・２ 神永　学
万能鑑定士Ｑの最終巻 松岡　圭祐
東京会舘とわたし　上下巻 辻村　深月
ゆけ、おりょう 門井　慶喜
浮遊 高嶋　哲夫
国士舘物語 栗山　圭介
落陽 朝井　まかて
ホームズ四世 新堂　冬樹
孤狼の血 柚月　裕子
エスカルゴ兄弟 津原　泰水
ラジオラジオラジオ！ 加藤　千恵
ＱＪＫＪＱ 佐藤　究

◎ 麒麟の舌を持つ男 田中　経一
バイバイ・バディ 行成　薫
掟上今日子の家計簿 西尾　維新
よっつ屋根の下 大崎　梢
女子的生活 坂木　司
絵巻で見る・読む徒然草 海北　友雪
昭和のエートス 内田　樹
孤独の価値 森　博嗣
社会人としての言葉の流儀 川村　二郎
不道徳教育講座 三島　由紀夫
つぶやくみつる やく　みつる
戦争とおはぎとグリンピース 西日本新聞社
日本文学全集　１８ 池沢　夏樹
魯迅と日本文学 藤井　省三
エベレスト・ファイル マット・ディキンソン

コービーの海 ベン・マイケルセン

宇宙探偵マグナス・リドルフ ジャック・ヴァンス

死霊の国のアリス ジーナ・ショウォルター

ペーパーボーイ ヴィンス・ヴォーター

アリス・イン・ワンダーランド～時間の旅～ カリ・サザーランド

9類　　文学論・小説 9類　　文学論・小説

東雲祭の企画と連動して、館

内には猫の本を展示していま

す☆近々、犬の本も展示しま

すよ♪

視界から、１色ずつ色が消えていく

――。『神様のカルテ』（夏川草

介・著）、『モナミは時間を終わら

せる？』（はやみねかおる・著）な

ど、数多くの書籍カバーイラストを

手掛ける気鋭イラストレーターが、

イラストレーターの苦悩と克服を描

く、書き下ろし感動長編。

アメリカ人親子が６７日間の冒険旅

行で出会った、ニッポンの自然・歴

史・もてなしの心。インテル社で働

くアメリカ人の父が、８歳の息子と

日本最北端の宗谷岬から九州の佐多

岬まで、日本アルプスを越え各地の

世界遺産を巡りながら真夏の日本列

島を自転車で走り抜く。

2つの言語の間で必死に生き抜い

た少女が、たった１人で起こした

“革命”の物語。全選考委員の絶

賛により第５９回群像新人文学賞

を受賞した、若き才能の圧倒的デ

ビュー作。芥川賞候補作品。

東雲祭の企画『みんなのいぬねこ

事情』は、図書館外に掲示中！

今月の展示


