
051-S JJとその時代　（光文社新書） 鈴木涼美 光文社
081-I-1917 世界史の考え方　（岩波新書） 小川幸司 岩波書店
081-I-1920 タリバン台頭　（岩波新書） 青木健太 岩波書店
081-I-1921 ドキュメント〈アメリカ世〉の沖縄　（岩波新書） 宮城修 岩波書店
081-I-1922 人新世の科学　（岩波新書） オズワルド・シュミッツ 岩波書店
081-I-949 進化の謎をとく発生学　（岩波ジュニア新書） 田村宏治 岩波書店
081-I-950 漢字ハカセ、研究者になる　（岩波ジュニア新書） 笹原宏之 岩波書店
209-Y 一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書　宗教編 山﨑圭一 SBクリエイティブ

210-M はじめての考古学　（ちくまプリマー新書） 松木武彦 筑摩書房
291-T 地球の歩き方　東京多摩地域 地球の歩き方編集室 編 地球の歩き方
309-ﾓ ユートピア　（岩波文庫） トマス・モア 岩波書店
319-S 北方領土交渉史　（ちくま新書） 鈴木美勝 筑摩書房
324-K 夫婦別姓　（ちくま新書） 栗田路子 筑摩書房
330-Y 経済ってなんだ? 山本御稔 SBクリエイティブ

913 333-H あなたとSDGsをつなぐ「世界を正しく見る」習慣 原貫太 KADOKAWA
カ 376-K 嫌いな教科を好きになる方法、教えてください! 河出書房新社 編 河出書房新社

596-O 日本料理は、なぜ世界から絶賛されるのか　（ポプラ新書） 奥田透 ポプラ社
706-K 目の見えない白鳥さんとアートを見にいく 川内有緒 集英社インターナショナル

726-T ひっひっひくしょーん たあ先生 KADOKAWA
911-K 短歌部、ただいま部員募集中！ 小島なお 岩波書店
913-ｱ-3 派遣社員あすみの家計簿　３　（小学館文庫） 青木祐子 小学館
913-ｵ-7 珈琲店タレーランの事件簿　７　（宝島社文庫） 岡崎琢磨 宝島社
913-ｶ 流星コーリング　（ポプラ文庫） 河邉徹 ポプラ社
913-ｷ-10 弁当屋さんのおもてなし　しあわせ宅配篇４　（角川文庫） 喜多みどり KADOKAWA

913 913-ｸ #マイネーム 黒川裕子 さ・え・ら書房
ク 913-ｼ-1 夜明け前　第一部　上　（新潮文庫） 島崎藤村 新潮社

913-ｼ-2 夜明け前　第一部　下　（新潮文庫） 島崎藤村 新潮社
913-ｼ-3 夜明け前　第二部　上　（新潮文庫） 島崎藤村 新潮社
913-ｼ-4 夜明け前　第二部　下　（新潮文庫） 島崎藤村 新潮社
913-ﾂ-2 レジェンドアニメ! 辻村深月 マガジンハウス
913-ﾂ 僕たちの幕が上がる　（ポプラ文庫） 辻村七子 ポプラ社
913-ﾃ 包帯クラブ ルック・アット・ミー! 天童荒太 筑摩書房
913-ﾅ やさしい猫 中島京子 中央公論新社
913-ﾇ 世界の美しさを思い知れ 額賀澪 双葉社

913 913-ﾊ 野原できみとピクニック 濱野京子 偕成社
ツ 913-ﾎ-5 紙屋ふじさき記念館　春霞の小箱　（角川文庫） ほしおさなえ KADOKAWA

913-ﾖ 炭酸ボーイ　（角川文庫） 吉村喜彦 KADOKAWA
931-ﾐ-1 失楽園　上　（岩波文庫） ミルトン 岩波書店
931-ﾐ-2 失楽園　下　（岩波文庫） ミルトン 岩波書店
933-ﾊ 秘密の花園　（新潮文庫） フランシス・ホジソン・バーネット 新潮社
953-ｽ-1 赤と黒　上　（光文社古典新訳文庫） スタンダール 光文社
953-ｽ-2 赤と黒　下　（光文社古典新訳文庫） スタンダール 光文社
983-ﾄ イワンのばか　他八篇　（岩波文庫） トルストイ 岩波書店
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今月入った新しい本

　2014年に発売された前作『ハケンアニメ！』が、今週末から映画化されます。この前作は、
伝説の天才アニメ監督・王子千晴と、その周りで働くアニメ制作に関わる様々な職業の人たち
を描いた作品でした。
　今回の『レジェンドアニメ！』は、その『ハケンアニメ！』のスピンオフ作品です。王子監督と一
緒に仕事をした音響監督やフィギュア会社、また前作では新人監督だった斎藤瞳監督の話な
ど、当時を振り返りながらの現在のアニメ制作業界のお話がたくさん詰まっています。
　『ハケンアニメ！』を読んでいない人は、まずそちらを読んでから読むのをオススメします。

辻村深月/著　　　　　マガジンハウス

　りょうが所属する廿日市中央高校天文部は、部員はたくさんいるものの、名前だけの部員ば
かりで、同級生では洋介、真希、詩織の3人が常に活動しているメンバーです。りょうは詩織に
誘われて入部し、その後二人はお付き合いを始めました。高3の秋、広島で人工の流れ星が流
れることがニュースになります。それを知った洋介は、受験生とは言え、天文部が見ないわけ
にはいかないと天文部のメンバーを誘い、体調不良で学校を休んでいた詩織以外の3人で、
その流星を見にいくことにします。しかし、その日から、りょうの身に奇妙なことが起こり始めま
す。

『僕たちの幕が上がる』
辻村七子/著　　　　　ポプラ社

　子供向けヒーロー番組で活躍していた二藤は、その番組後に大きな仕事をしていませんでし
た。ある日、天才演出家・鏡谷カイトから指名を受けて、新しい劇の主役に抜擢されます。彼
は、なぜ自分が選ばれたのかわからないまま、その舞台を受けることにします。そして、演出家
と顔を合わせた日、その演出家が、高校の同級生であることに気づきます。当時、二藤は生徒
会長を務めるほどの陽キャラ、鏡谷はいじめられっ子だったのです。鏡谷はそんな素振りも見
せずに、「一緒に舞台を成功させたい」と言い、二藤もまた久しぶりの大きな仕事に前向きに取
り組もうとします。しかし、舞台稽古が順調に進む中、ある事件が起こってしまいます。

『レジェンドアニメ！』

『＃マイネーム』
黒川裕子/著　　　　　さ・え・ら書房

今月の新着図書から

　朝の読書が始まって、およそ1か月が経ちました。どのくらい本を読んだ
でしょうか？
　普段から読書をしている人は、もう何冊も読み終わっているでしょう。
朝の読書の時間しか読んでいない人は、まだ1冊も読み終えていないか
もしれませんね。できれば普段から読書をしてほしいのですが、忙しいの
もわかります。せめて、朝の10分は無駄にしないようにしましょう。

『流星コーリング』
河邉徹/著　　　　　ポプラ社

　両親の離婚で中学入学時から母の旧姓に名字が変わった明音は、新しい名字が好きになれ
ません。しかも、入学した中学校では「さんづけ」運動が始まり、お互いの名前を名字に「さん」
をつけて呼ぶように言われます。新しい名字が強調されるようで、明音は最悪な気持ちになり
ます。そんなとき、SNSの地元の中学校限定のスレッドに、「さんづけ」運動に反対して、自分
の呼ばれたい名前で名札をつけようという書き込みがされます。自分の名前に不満を持つ1年
生を中心に、賛同する人が出始め、明音も両親の離婚前の名前・坂上明音から取ったSGMと
いう名札を付け始めます。ところが、「名札事件」が勃発するのです。
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