
日本音紀行 音の風景をたずねて 伊藤由貴子 291/I

本土の人間は知らないが、沖縄の人はみんな知っていること 沖縄・米軍基地観光ガイド 矢部宏治 319.8/Y

明子のピアノ 被爆をこえて奏で継ぐ 中村真人 319.8/N

チマ・チョゴリの詩がきこえる 在日６０余年、いま、川崎で老いて 菊池和子 写真・文 334.4/K

きらめく拍手の音 手で話す人々とともに生きる イギルボラ 369.2/L

吃音のこと、わかってください クラスがえ、進学、就職。どもるとき、どうしてきたか 北川敬一 369.2/K

アイヌ絵を聴く 変容の民族音楽誌 谷本一之 389.1/T

不思議の国の物語1 世界がこわれる音 小山 和 388.2/K1

松田道生 488.9/M

村山司 489.6/M

シャッター音の囁き 女性ドキュメンタリー写真家１０人の視線と生き方 岸田綾子 740.2/K

声優語 アニメに命を吹き込むプロフェッショナル 藤津亮太 778.7/F

犬は「びよ」と鳴いていた 日本語は擬音語・擬態語が面白い 山口仲美 814/Y

中村 明 814/N

松本祐子 913.6/Ma81

こんなにたしかに まど・みちお詩集 まどみちお 911.5/Ma25

くどうなおこ 911.5/Ku17

谷川俊太郎 911.5/Ta88

中沢けい 913.6/N

ごんぎつね・最後の胡弓ひき 童話集 新美南吉 913.6/N

恩田陸 913.6/O65

佐藤多佳子 913.6/Sa85

瀬尾まいこ 913.6/Se76

小川糸 913.6/O24

成井豊 913.6/N53

風の又三郎 宮沢賢治童話集 １ 宮沢賢治 913.6/Mi89

万城目学 913.6/Ma34

コタンの口笛第一部・上 あらしの歌 石森延男 913.6/I78

サイレントビート 夜明けまでにつたえたいのは 泉啓子 913.6/I99

星新一YAセレクション ゆきとどいた生活 星新一 913.6/H92

江國香織 913.6/E44

あさのあつこ 913.6/A87

土橋章宏  913.6/D81

つるかめ助産院

天使の耳の物語

偉大なる、しゅららぼん

犬とハモニカ

金色の野辺に唄う

幕末まらそん侍

鳥はなぜ鳴く?ホーホケキョの科学

音の表現辞典

8分音符のプレリュード

蜜蜂と遠雷

第二音楽室

その扉をたたく音

のはらうた1

みみをすます

楽隊のうさぎ

イルカと話したい
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『羊と鋼の森』 

著：宮下奈都 

請求記号：913.6/Mi83 

第 13 回本屋大賞受賞作品。 ピアノの

調律に魅せられた一人の青年が調律師

として、人として成長する姿を温かく静か

な筆致で綴った長編小説です。 

 『ハングルの誕生 音から文字を創る』 

著：野間秀樹 

請求記号：829.1/N 

「音が文字になる」奇跡の瞬間を、ハン

グルの創生とともにたどる！合理的な仕

組みと美しさを兼ね備えた文字をどのよ

うにして作られたのかが分かります。 

 『言語聴覚士の一日  10 代の君の知りたい

に答えます』 

著：WILL こども知育研究所 

請求番号：366.2/W 

言語聴覚士ってどんな仕事をするの？ 言語聴

覚士は「話す・聞く・食べる」のスペシャリスト！ 

言語聴覚士の方々へのインタビューやどうした

らなれるのかが紹介されています。 

今月のテーマ 「音」からピックアップしたおすすめの本と展示している本の一覧を

ご紹介します。MCでの読みたい本探しの参考にしてください。 

書名・著者名・請求記号の順に書いてあります。予約の申込みは検索画面から直接

できます。 

で記載しています。 

 

音 
今月のテーマ 

本を読んでいて、音が聞こえてくること、ありますよね 
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『彼方の友へ』 

著：伊吹有喜 

請求記号：913.6/I12 

 

「乙女の友・昭和十三年 新年号附録 長谷川

純司 作」。 

そう印刷された可憐な箱は、70 余年の歳月を

かけて届けられたものだった 

 『虹いろ図書館のへびおとこ』 

著：櫻井とりお 

請求記号：913.6/Sa47 

 

いじめがきっかけで学校に行けなくなった、小学

6 年生の火村ほのか。 

たどり着いたおんぼろ図書館でみどり色の司

書、謎の少年、そしてたくさんの本に出会い、ほ

のかの世界は少しずつ動き出す! 

 
『椿姫』 

著：アレクサンドル・デュマ・フィス 

登録番号： 953/D96 

 

美貌の高級娼婦マルグリットはパリの社交界で

金持ちの貴族を相手に奔放な生活を送ってい

た。だが、青年アルマンに出逢い、彼女は初めて

「愛」というものを知る。パリ近郊の別荘に駆け

落ちした二人だが…。 

今月のテーマ 「春だもの…」からピックアップしたおすすめの本と展示している本

の一覧をご紹介します。MCでの読みたい本探しの参考にしてください。 

書名・著者名・請求記号の順に書いてあります。予約の申込みは検索画面から直接

できます。 

で記載しています。 

愛すること Brenifier  Oscar 100/B

愛するということ 新訳版 エーリッヒ・フロム 141.6/F48

恋の名前 高橋順子文 141.6/T

魂の恋愛 プラトニックを超えて 尾崎真奈美 159/O

日出処の天子① 山岸涼子 210.3/Y①

恋するきみたちへ。  増補版 ちっちゃい先生からのメッセージ 上村茂仁 367.9/K

中学生からの愛の授業 学校では学べない、宮台真司が10代に本気で教えたいこと 宮台真司 367.9/M

吉田秀和ブラームスの音楽と生涯 吉田秀和 762.3/B

初恋のきた道 チャン・イーモウ 778/H

美女と野獣“Beauty and the Beast” Melissa Lagonegro 837.7/L

フラジャイル 佐藤りえ 911.1/Sa85

サラダ記念日 俵万智 911.1/Ta97

白蓮れんれん 林真理子 913.6/H

私はスカーレット① 林真理子 913.6/H①

なんて素敵にジャパネスク① 氷室冴子 913.6/H①

愛を知らない 一木けい 913.6/I

犬がいた季節 伊吹有喜 913.6/I12

彼方の友へ 伊吹有喜 913.6/I12

きみの声を聞かせて 小手鞠るい 913.6/Ko21

ポーチとノート こまつあやこ 913.6/Ko61

いちご同盟 三田誠広 913.6/M

天使の卵(エンジェルス・エッグ) 村山由佳 913.6/M

おいしくて泣くとき 森沢明夫 913.6/Mo63

虹いろ図書館のへびおとこ 櫻井とりお 913.6/Sa47

トラッシュ 山田詠美 913.6/Y

サイモンvs人類平等化計画 ベッキー・アルバータリ 93A3/A41

ティファニーで朝食を トルーマン・カポーティ 93A3/C16

さよならを待つふたりのために Green  John  93A3/G82

君に太陽を ジャンディ・ネルソン 93A3/N

エレナーとパーク レインボー・ローウェル 93A3/R78

EVERYTHING,EVERYTHING　わたしと世界のあいだに ニコラ・ユン 93A3/Y84

アンデルセンの生涯 改版 山室静 949.7/A46

椿姫 アレクサンドル・デュマ・フィス 953/D96

紙の心 エリーザ・プリチェッリ・グエッラ 973/P97


