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にったとしょかんだより  ２月号 

2月の休館カレンダー　■は休館日
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『ニムロッド』 上田岳弘（うえだたかひろ） 講談社 

『１Ｒ１分 34 秒』町屋良平（まちやりょうへい）    新潮社 

『宝島』真藤順丈（しんどうじゅんじょう）講談社 

直木賞 

芥川賞 

仮想通貨ネット空間で「採掘」する僕・中本哲史。中絶と離婚のトラウマを抱えた外資系証券会

社勤務の恋人・田久保紀子。小説家の夢に挫折した同僚・ニムロッドこと荷室仁。やがて僕たち

は、個であることをやめ、全能になって世界に溶ける。「すべては乗り換え可能であった」という

答えを残して。 

デビュー戦を初回 KO で飾ってから三敗一分。考えすぎてばかりいる２１歳プロボクサーのぼく

は自分に弱さにその人生にあきていた。長年のトレーナーにも見捨てられ、変り者のウメキチと

の練習の日々が、ぼくを、その心身を、世界を変えていくー。 

英雄を失った島に、新たな魂が立ち上がる。固い絆で結ばれた幼馴染み、グスク、レイ、ヤマ

コ。彼らは警官になり、教師になり、テロリストになり、同じ夢に向かった－。青春と革命の

一大叙事詩。 

タイトル 著者 出版社 請求記号

仕事と心の流儀 丹羽　宇一郎 講談社 159 ﾆ

縄文時代の歴史 山田　康弘 講談社 210.2 ﾔ

近世関東の土豪と地域社会 鈴木　直樹 吉川弘文館 213 ｽ

中世初期の<謀叛>と平治の乱 古澤　直人 吉川弘文館 322 ﾌ

原因がはっきりしない30の症状はミネラルで治る! 登坂　正子 主婦の友社 498.5 ﾄ

4Kテレビがまるごとわかる本 晋遊舎 547 ﾖ

一条ゆかり『有閑倶楽部』を旅する 平凡社 726 ｲ

0から1をつくる 本橋　麻里 講談社 784 ﾓ

スイート・マイホーム 神津　凛子 講談社 F ｶﾐ

居た場所 高山　羽根子 河出書房新社 F ﾀｶ

神の島のこどもたち 中脇　初枝 講談社 F ﾅｶ

ふたたび嗤う淑女 中山　七里 実業之日本社 F ﾅｶ

散歩するネコ 群　ようこ 角川春樹事務所 F ﾑﾚ

奈緒と磐音 佐伯　泰英 文藝春秋 B F ｻｴ

狼と香辛料　21 支倉　凍砂 KADOKAWA B F ﾊｾ 21

パティスリー幸福堂書店はじめました　3 秦本　幸弥 双葉社 B F ﾊﾀ 3

非暴力の人物伝　1.2 大月書店 280 ﾋ 1

こどものための防災教室 今泉　マユ子 理論社 369 ｺ

つらら 細島　雅代／写真 ポプラ社 451 ﾂ

ふしぎ!?なんで!?毒生物おもしろ超図鑑 柴田　佳秀 西東社 481 ﾌ

こどものうた絵本140曲 ブティック社 767 ｺ

少女は森からやってきた 小手鞠　るい PHP研究所 913 ｺ

やぎこ先生いちねんせい ななもり　さちこ 福音館書店 913 ﾅ

ルイジンニョ少年 かどの　えいこ ポプラ社 915 ｶ

あるひありのアントニオくん 石津　ちひろ ポプラ社 E ｱ

児童書

人生の説明のつかなさこそ、いとおしくて面

白い-。84 歳の作家が「小さな説」で来し方

を振り返る。『日本経済新聞』『東京新聞』連

載を書籍化。 

『がんばれ給食委員長』   

中松まるは/作  あかね書房 

うまい、まずいが問題じゃない!? くじびきで給食委員長になった小 5 の元木ゆうなは、学校全体の給食の食べ残しが

栄養士の先生を悩ませていることを知る。その問題解決に給食委員が立ち上がるが…。 

『私が作家になった理由
わ け

』  阿刀田高  日本経済新聞出版社 

『世界の国境を歩いてみたら…』日本 BS 放送株式会社／著 河出書房新社房 

アルゼンチン×ボリビア、アメリカ×カナダ…。国境周辺を歩いてわかった文化の違

いと国際情勢、悲喜こもごもの人間ドラマを写真を交えて紹介する。BS11 の人気番

組を書籍化。 
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著作権法 沿革 

日本で最初に著作権の保護が規定されたのは、１８６９年の出版条例である。 

１８８７年版権条例、同時に脚本楽譜常例、写真版権常例制定。 

１８９３年版権法制定。 

１８９９年文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約加盟にあわせ、水野錬太郎が起草した著作

権法が制定される。現在では一般に「著作権法」と呼ばれる。 

１９７０年 現行著作権法は旧著作権法の全部を改正して制定された。 

『鹿の王』上・下 KADOKAWA 

帝国から故郷を守るため、絶望的な戦いを繰り広げた戦士団の頭ヴァンは岩塩鉱に囚わ

れていた。ある夜、不思議な犬たちが岩塩鉱を襲い、謎の病が発生する。その隙に逃げ出

したヴァンは幼子を拾い、ユナと名付け、育てるが…。 

2015年本屋大賞受賞作「鹿の王」 

 

2014 年に「小さなノーベル賞」ともいわれる国際アンデルセン賞作家賞を受賞した

上橋菜穂子氏が作家生活 30 周年を迎えます。上橋氏は東京生まれ、1989 年に『精霊

の木』で作家デビュー。文化人類学者としてオーストラリア先住民の研究も続けなが

ら、テレビドラマ化された『精霊の守り人』からはじまる「守り人」シリーズなどを

生み出しました。作家デビュー30 周年の記念イヤーに先立ち、2018 年 11 月には『風

と行く者～守り人外伝～』が出版されました。「守り人」シリーズの長編作品は『天

と地の守り人』での本編終了後、初となります。＊右上にあるロゴは上橋氏書下ろし 

自画像＜メガネをかけたウォンバット＞を使用した作家生活 30 周年を記念して誕生

したものです。～上橋菜穂子公式ホームページより抜粋 

著作権法公布１２０周年 

 

2019 年３月、新作「鹿の王 水底の橋」発売決定！ 

アニメ化企画進行中！ 

新春運だめし？福袋貸出 

映画史に残る著名人からの書簡展 

2019 年 1 月 5 日（土）から新春特別企画、「映画史に残る著名人

からの書簡展」「福袋貸出」（3 冊入り）を開始しました。福袋は限

定２０袋を用意しましたが、午前中のうちに全て貸出となりまし

た。今年で 2 回目ですが、開館前から並んで待っていてくださった

方々や、貸出されて何もなくなった台を見て、「来年は早く来るわ

ね」と声を掛けてくださった利用者さんもいました。スタッフは袋

に入れる資料を 12 月頃から考え、各自がデコレーションした袋に

入れて貸出しました。来年のことを話すと「鬼が笑う」ということ

わざがありますが、来年はどんな本を選ぼうか、今年の反省も踏ま

えて、すでに考えている熱心なスタッフがいるくらい？です。著名

人書簡展は東京新聞や上毛新聞シャトルに掲載していただき、懐か

しく見てくださる方も多く来館してくださいました。貴重な田中純

一郎資料、次回はどんな形でご紹介できるか、お楽しみに。 

著作権とは？ 

公布 120 周年、この機会に読んでみてください。 

奥田　百子 中央経済社

飯野　たから 自由国民社

志村　潔 ユニ知的所有権ブックス

なるほど図解著作権法のしくみ

撮ってはいけない

「広告の著作権」実用ハンドブック

三浦しをん 中央公論社

平野啓一郎（ひらのけいいちろう） 文藝春秋

木皿泉（きざらいずみ） 河出書房新社

瀬尾まいこ 文藝春秋

森見登美彦（もりみとみひこ） 文藝春秋

小野寺文宣（おのでらふみのり） 祥伝社

知念実希人（ちねんみきと） 新潮社

芹沢央（あしざわよう） 新潮社

伊坂幸太郎（いさかこうたろう） 実業之日本社

深緑野分（ふかみどりのわき） 筑摩書房

ひとつむぎの手

火のないところに煙は

フーガはヨーガ

ベルリンは晴れているか

ひと

愛なき世界

ある男

さざなみのよる

そして、バトンは渡された

熱帯

洋食屋の見習い・藤丸陽太が恋をした本村紗英は、三度の飯よりシロイヌナズ

ナ(葉っぱ)の研究が好き。人生のすべてを植物に捧げる本村に、藤丸は恋の光合

成を起こせるのか!? 

『愛なき世界』 三浦しをん 中央公論社 


