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002 CH 勉強の哲学 来たるべきバカのために 千葉 雅也／著 文芸春秋
勉強を深めることで、これまでのノリでできた「バカなこと」が、いったんできなくな
る。だが、その先には「来たるべきバカ」に変身する可能性が開けている。思想
界をリードする気鋭の哲学者による本格的勉強論。

019.04 DO 読書のとびら 岩波文庫編集部編
岩波書店　(岩波文庫
別冊22)

読書の効能は、「事後的にしかわからない」(鹿島茂)。面白かったりつまらなかっ
たり、役に立ったり立たなかったり、人生に決定的だったり…。だから、読書のと
びらは人それぞれ。開け閉め自由でいつも誘惑的です。読書とのかかわりを綴
る三二人によるエッセイ集。

104 IK 絶望を生きる哲学 池田晶子の言葉
池田 晶子／著 わたく
し、つまりＮｏｂｏｄｙ／編

講談社
専門用語による学問としての哲学ではなく、日常の言葉で平易に哲学を語った
池田晶子の言葉を、「不安の正体」「人間の品格」「社会と現実」「他人と自分」
「肉体と精神」など、９のテーマに沿って引用して編纂する。

147 US ムー公式実践・超日常英会話
宇佐 和通／著 石原 ま
こちん／絵 ムー編集部
／企画・監修

学研プラス
「その指摘は陰謀論にすぎない」「幽霊が出るので、部屋を替えてください」「ナス
カの地上絵は、異星人へのメッセージだ」…。旅先でミステリアスな事件に巻き込
まれたときや、不思議な日常で役立つ英会話を紹介する。

159 KI
金持ち父さん貧乏父さん アメリカの金持ちが
教えてくれるお金の哲学 改訂版

ロバート・キヨサキ／著
白根 美保子／訳

筑摩書房
自分の頭で考え道を切り開き、厳しい世の中を生きるためのガイド。金持ち父さ
んの６つの教えを記した「教えの書」と「実践の書」の２部構成で、経済的自由を
得るためのお金の哲学を説く。

159.5 YO 君たちはどう生きるか 吉野 源三郎／著 マガジンハウス
自分の生き方を決定できるのは、自分だけだ。人間としてあるべき姿を求め続け
る、コペル君と叔父さん－。「子どもたちに向けた哲学書であり、道徳の書」として
読み継がれてきた歴史的名著。

198.2 TH
ほんとうの自分になるために マザー・テレサ
に導かれて Ｔｈｅ　Ｌｉｆｅ

片柳 弘史／文 ＲＩＥ／
絵

ＰＨＰ研究所
失敗作などありません。一人ひとりが、神さまの最高傑作なのです－。わたした
ちを「ほんとうの自分」へと導いてくれる、道しるべのようなマザー・テレサの言葉
を、世界中に笑顔を広げるアーティスト・ＲＩＥの絵を添えて紹介。

289.2 RE
ナビラとマララ 「対テロ戦争」に巻き込まれた
二人の少女

宮田 律／著 講談社
パキスタンの少女、マララとナビラの運命を分けたものは？　現代イスラムの研
究者が、「対テロ戦争」に巻き込まれた２人の少女の身の上に何が起きたのかを
紹介しながら、「対テロ戦争」が終わらない理由を解き明かす。

330.4 KA
感じる経済学 コンビニでコーヒーが成功して、
ドーナツがダメな理由

加谷 珪一／著 ＳＢクリエイティブ
牛丼店がちょい飲みに力を入れるのは、なぜ？　日本のケータイ電話料金って
高い？　身近な例を挙げて、経済を見る時にどこに着目したらよいのかを説明
し、経済学の基礎や、今、日本が抱えている問題等について解説する。

337.8 IK
いくらかな？社会がみえるねだんのはなし １
自然と生きもののねだん

藤田 千枝／編 新美 景
子／著

大月書店
動物園の動物はどこからやってくる？　実験動物が高いわけは？　富士山に登
るにはいくらかかる？　アライグマの農作物被害はいくらなの？　自然と生きもの
に関わるねだんを通して、社会のしくみをわかりやすく説明する。

383.8 MI 幻の黒船カレーを追え 水野 仁輔／著 小学館
会社を辞め家族を残して、カレーライスのルーツを探る旅に出たカレー研究家の
著者。４年をかけ、インド、イギリス、ドイツ、アイルランドで悪戦苦闘しながら、１
５０年前の１皿を探す旅を綴る。

455 HA
はじめての地質学 日本の地層と岩石を調べ
る

日本地質学会／編著 ベレ出版
大地についての学問である地質学を、一般の人に向けて紹介。身近な岩石や地
層の見方から、地球内部の構造、地質学発展の歴史、日本列島の誕生とこれま
で、地下資源、自然災害、日本各地の地形風景の楽しみ方までを解説。

460.4 IN
いのちの不思議を考えよう ３ 脳の神秘を探っ
てみよう 生命科学者２１人の特別授業

朝日新聞出版／編 朝日新聞出版
記憶力は高められるの？　トップアスリートの脳の使い方って？　注目の生命科
学者たちが、脳科学の最新動向をやさしく語る。イラストや写真も掲載。サイト
『生命科学ＤＯＫＩＤＯＫＩ研究室』掲載記事をもとに単行本化。

471.1 IN
スイカのタネはなぜ散らばっているのか タネ
たちのすごい戦略

稲垣 栄洋／著 西本 真
理子／絵

草思社
靴の裏にくっついて移動するオオバコのタネ、カビから栄養分を奪って発芽する
蘭のタネ…。受精する前に花粉として移動し、受精した後に種子として移動する
種子植物の、知恵と工夫の粋を極めた姿を紹介する。

488.1 EG
目立ちたがり屋の鳥たち 面白い鳥の行動生
態

江口 和洋／著 東海大学出版部
鳥たちが繰り広げる野外劇。あるとき、オスは芸術家、服飾デザイナー、歌手、
または建築家。評論家であるメスの評価はいつも厳しい－。鳥の面白い行動生
態を科学的に研究した成果をわかりやすく解説する。

538.9 WA
続ける力 人の価値は、努力の量によって決ま
る

若田 光一／著 講談社
歩みを止めなければ「道」は拓ける！　国際宇宙ステーション船長になった男
が、失敗を成功に変える「リーダーシップ」と「フレームワーク」、努力を継続する
技術について語る。

645.6 KO 車いす犬ラッキー 捨てられた命と生きる 小林 照幸／著 毎日新聞出版
交通事故のため自力歩行ができなくなった捨て犬のラッキー。介護が必要な彼
を支えているつもりが、支えられていたのは自分だった－。「ユイ（結い）」の伝統
が息づく徳之島での、犬と人のドラマを通じて、命の意味を問う。

645.7 IM 飼い猫のひみつ 今泉 忠明／著 イースト・プレス
猫のルーツには謎が多い。古代人たちはいかにして賢く獰猛な野生ネコをペット
にすることができたのか？　生物学者である著者が、猫が人と歩んだ１万年の進
化と歴史を、多岐にわたる新たな情報を交えて説き明かす。

653.2 HA
秋の樹木図鑑 紅葉・実・どんぐりで見分ける
約４００種

林 将之／著 広済堂出版
色とりどりの紅葉が足もとに舞い落ち、どんぐりやおいしそうな果実が実る秋。果
実や紅葉など秋の見所がある樹木約４００種類を、落葉広葉樹、常緑広葉樹、
針葉樹に分け、葉の形態ごとに並べて掲載した樹木図鑑。

726.1 KO コーラン
Teamバンミカス企画・
漫画

イースト・プレス　(まん
がで読破　MD133)

イスラームを信じる人々の信仰と生活との基盤が、『コーラン』(クルアーン)であ
る。ともすれば「男尊女卑」「暴力の容認」というゆがんだイメージが先行しがちだ
が、実際の彼らはどんな教えを信じ、何を考えているのだろうか。唯一無二の聖
典を漫画化。

726.1 KU くるねこ １９ くるねこ大和／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 猫がいて、ぎゅっと幸せ。ラスト・カスガイの胡マさん登場。

726.1 KU くるねこ ２０ くるねこ大和／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
福岡からお越しの一時預かり猫はべっぴんさんなのに「ぎえぇぇぇ」な魚河岸ボイ
ス！？「ミーちゃん篇」。新たに仲間入りした胡マさんを加えさらにパワーアップし
た「日常篇」や「番外篇」も収録。

726.6 JE 本の子
オリヴァー・ジェファー
ズ／作 サム・ウィンスト
ン／作 柴田 元幸／訳

ポプラ社
あの名作が海に、この名作が山に！　文章で描かれた世界を旅しよう。本の子
があなたを誘います－。手書きの絵と、文字を使って描かれた絵が組み合わさっ
た、読書への誘いとなる一冊。
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769.9 NA
スカートはかなきゃダメですか？ ジャージで学
校

名取 寛人／著 理論社
「少年のような少女時代」「バレエとの出会い」「性別適合手術で男性に」「結婚と
家庭」…。世界的に有名な男性だけのバレエ団で活躍した唯一の日本人・名取
寛人が語る、女として生まれて男になるまでと、夢の叶え方。

798 TO
東大ナゾトレ東京大学謎解き制作集団Ａｎｏｔｈ
ｅｒＶｉｓｉｏｎからの挑戦状 第１巻

東京大学謎解き制作集
団ＡｎｏｔｈｅｒＶｉｓｉｏｎ／著

扶桑社
頭がやわらかければ小学生でも正解できるが、頭が固ければ大人でも苦戦して
しまう謎解き問題が満載。フジテレビのクイズ番組「今夜はナゾトレ」の人気コー
ナー「東大ナゾトレ」をもとに書籍化。

814.4 NA
目からうろこ！会話に役立つ故事ことわざ四
字熟語

中村 博英／著 評論社
日常生活の何気ない場面で使えば、たちまち会話の達人！　現代に生きる故
事・ことわざ・四字熟語の意味と使い方を、楽しいイラストつきで徹底解説する。
同じ意味を表す英語のことわざ、主要出典解説、主要人物解説も収録。

913.3 MU 宇治の結び 源氏物語 上
紫式部／著 荻原 規子
／訳

理論社
宇治の地でくりひろげられるドラマチックな恋のいきさつ。「宇治十帖」と呼ばれる
「源氏物語」の源氏没後のお話を、荻原規子がテンポよく訳出。上は、匂宮、橋
姫から総角、宿木までを収める。

913.3 MU 宇治の結び 源氏物語 下
紫式部／著 荻原 規子
／訳

理論社
宇治の地でくりひろげられるドラマチックな恋のいきさつ。「宇治十帖」と呼ばれる
「源氏物語」の源氏没後のお話を、荻原規子がテンポよく訳出。下は、東屋、浮
舟から手習、夢浮橋までを収める。

913.6 AK 小説星を追う子ども
新海 誠／原作 あきさ
か あさひ／著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
少女アスナは、アガルタという地から来た少年シュンと出会い、心を通わせる。
突然姿を消したシュンに会いたいと願うアスナの前に、シュンと瓜二つの少年と、
アガルタを探す教師が現れ…。新海誠監督の劇場アニメを小説化。

913.6 AO
浜村渚の計算ノート ８さつめ 虚数じかけの夏
みかん

青柳 碧人／著 講談社
横浜で謎解きイベント「私立赤煉瓦学園」にエントリーした渚たち。そして、テロ組
織「黒い三角定規」の首領が追う、あの男も横浜に…。大事件が起きる予感
が！　数学ミステリ。『ＩＮ★ＰＯＣＫＥＴ』掲載に書き下ろしを追加。

913.6 GO
５分後に思わず涙。 世界が赤らむ、その瞬間
に

桃戸 ハル／編著 田中
寛崇／絵

学研プラス
サンタクロースは父親だと信じている少年に、本物であることを証明するため、
壁を通り抜けて出たサンタクロース。ふと気になって表札を見ると…。悔し涙、嬉
し涙、感涙、涙目…。さまざまな涙の物語を、全３０編収録する。

913.6 GO ５分後に思わず涙。 青い星の小さな出来事
桃戸 ハル／編著 田中
寛崇／絵

学研プラス
母が亡くなってから２年が経ち、父が再婚した。義母のことをなかなか受け入れ
られない私だったが、少しずつ家事をまかせるようになっていく。しかし、おおら
かだった父が変わってしまい…。涙に彩られた、３０の人生と物語。

913.6 HA 西郷どん！ 前編 林 真理子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
下級武士の家に生まれ、貧しいながらも家族や友に恵まれて育ち…。激動の幕
末を駆け抜け、新たな時代をつくった西郷隆盛の生涯を描く。『本の旅人』連載を
書籍化。２０１８年大河ドラマ原作小説。

913.6 HA 西郷どん！ 後編 林 真理子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
度重なる遠島、奄美の島で知った初めての愛…。激動の幕末を駆け抜け、新た
な時代をつくった西郷隆盛の生涯を描く。『本の旅人』連載を書籍化。２０１８年
大河ドラマ原作小説。

913.6 IB 地の星 なでし子物語 伊吹 有喜／著 ポプラ社
凋落した名家・遠藤家。耀子はそのさびれた邸宅・常夏荘の女主人となり…。今
のわたしは、あの頃なりたいと望んだ自分になれているのだろうか？　「なでし子
物語」の続編。『ａｓｔａ＊』連載に加筆・修正して単行本化。

913.6 MO ５秒後に意外な結末 パンドラの赤い箱
桃戸 ハル／編著 ｕｓｉ
／絵

学研プラス
ブラックユーモア、風刺、恐怖、笑い…。「ページをめくれば衝撃の結末」×１００
話！　イラストレーターｕｓｉの挿し絵とともに贈る、ノンストップビジュアルショート
ノベルス。

913.6 MO ５秒後に意外な結末 ミノタウロスの青い迷宮
桃戸 ハル／編著 ｕｓｉ
／絵

学研プラス
ブラックユーモア、風刺、恐怖、笑い…。「ページをめくれば驚愕の結末」×１００
話！　イラストレーターｕｓｉの挿し絵とともに贈る、だまされる快感１００％のノンス
トップビジュアルショートノベルス。

913.6 NI 千夜と一夜の物語 仁木 英之／著 文芸春秋
「魔王」を名乗る男に捕らわれ、殺さぬかわりに面白い話をせよと命じられた千
夜は、姉・一夜がかつて作った物語を語り始める。だが、物語は思いもよらぬ悪
意を帯びて暴走し…。モダンホラー。『オール読物』連載を単行本化。

913.6 NI １００億人のヨリコさん 似鳥 鶏／著 光文社
個性的すぎる学生たちが住むという、某大学キャンパスの奥の奥にある「富穣
寮」。そこには、血まみれの女性「ヨリコさん」が天井や窓の外に出現するという
噂がある。寮生たちは、ヨリコさん出現の謎に挑むが…。

913.6 OZ ビンボーの女王 尾崎 将也／著 河出書房新社
ＡＤを辞め、ネットカフェ難民となった麻衣子が、立てこもり事件に巻き込まれた。
全国中継で犯人が予想外の要求をしたことと、麻衣子がツイッターで状況をつぶ
やいたことから、「大炎上」が始まる！

913.6 SA 砂上 桜木 紫乃／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
北海道で暮らす令央は、作家になる夢を持ちながら、数万円の月収と元夫から
の慰謝料で細々と暮していた。４０代に突入したある日、冷徹な編集者が現れ、
令央は母のある秘密を書く決意をする。『本の旅人』掲載を加筆し書籍化。

913.6 SH キノの旅 ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｗｏｒｌｄ ２１ 時雨沢 恵一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
キノがエルメスを押して城門をくぐると、男２人と女が１人、キノたちを見て「旅人
さんが、たった今入国しました！」「この旅人は真理を求めて旅を続けているので
す」と大声で喋っていた。なんとそれはラジオの実況中継で…！？

913.6 SH 雪の香り 塩田 武士／著 文芸春秋
新聞記者・恭平は捜査情報の中に、１２年前に失踪した恋人・雪乃の名前を見
つけ密かに取材を開始する。彼女は何をしたのか、なぜ消えたのか…。京都の
風景と共に綴る、感動の純愛ミステリー。

913.6 TA 短編学校
集英社文庫編集部／
編 井上 荒野／著　他

集英社
米沢穂信、中村航、井上荒野、西加奈子、辻村深月…。個性あふれる作家陣
が、大人への階段を上ろうとする人生の一瞬を鋭くとらえた、珠玉の短編１０作
品を集めたアンソロジー。

913.6 TA 短編工場
集英社文庫編集部／
編 浅田 次郎／著 　他

集英社
２０００年代に『小説すばる』に掲載された短編作品から１２編を厳選したアンソロ
ジー。桜木紫乃「かみさまの娘」、宮部みゆき「チヨ子」、石田衣良「ふたりの名
前」、熊谷達也「川崎船」などを収録。

913.6 TA 短編少女
集英社文庫編集部／
編 荻原 浩／著 　他

集英社
恋に恋する女の子のささやかな成長。家出した少女の冒険と、目の当たりにした
社会の現実。早熟な少年が抱く不安と、それをほぐす少女のやさしさ…。人気作
家らが「少女」をキーワードに綴った傑作短編９編を収録。

913.6 TA 短編少年
集英社文庫編集部／
編 朝井 リョウ／著
他

集英社
大人になり遠く離れていても、生きている小学生時代の結束。ふと思い出され
る、憧れだった少年との日々。部活で起こった事件の、意外な解決方法…。人気
作家らが「少年」をキーワードに綴った短編作品９編を収録。

913.6 TO おんな城主直虎 ４
森下 佳子／作 豊田 美
加／ノベライズ

ＮＨＫ出版
井伊家断絶という苦渋の決断を下した直虎。直親の十三回忌を機に帰還した虎
松（のちの井伊直政）は、井伊家再興の野望を胸に徳川家康への出仕を決断す
る－。ＮＨＫ大河ドラマの放送台本をもとにした小説。



913.6 YA 明日のひこうき雲 八束 澄子／著 ポプラ社
家族の問題に直面し、晴れない心を抱える遊。ある日、遊の目にとびこんでき
た、ひとりの少年。おもむろにふりかえった鋭いまなざしを見た、そのとき－遊は
恋に落ちた。１４歳の等身大の、恋、友情、葛藤を描く青春小説。

913.6 YA ミックス。
古沢 良太／脚本 山本
幸久／小説

ポプラ社
不器用で欠点だらけの人達が、卓球の男女混合（ミックス）ダブルスを通じて小さ
な“奇跡”を起こす、恋と人生の再生物語。２０１７年公開の映画脚本を元に小説
化。

913.6 YO 吹上奇譚 第１話 ミミとこだち 吉本 ばなな／著 幻冬舎
その街では、死者も生き返る－。現実を夢で知る「夢見」。そして屍人を自在に動
かす「屍人使い」。２つの能力を私は持っている…。吉本ばななが描いた長編哲
学ホラー小説。

913.6 YO ラブリィ！ 吉田 桃子／著 講談社
青少年創作映像コンクールの審査員特別賞をもらった拓郎。その作品の主演女
優は、同じクラスのブス・涼子で…。主役がブスで、何が悪い！？　人の「見た
目」についてあれこれ考える中２男子、拓郎の日常をユーモラスに描く。

914.6 SH 逆襲される文明 日本人へ　４ 塩野 七生／著 文芸春秋
大変動期の今こそ歴史に学ぶべきではないか－。２千年に及ぶローマ帝国、中
世ルネサンス期の栄華と衰退を知り尽くした著者が語る、危機の時代を生きるた
めのヒント第４弾。『文芸春秋』連載を単行本化。

917 TO こうやって、考える。 外山 滋比古／著 ＰＨＰ研究所
無意識を使いこなす。思考に休符を挟む。愛読書はつくらない。頭以外を使う…
など、外山滋比古のこれまでの著作の中から「知の生産性」を高めるヒントにな
る１５０の言葉を集めた、名言名句集。

933.7 AN ぼくとあいつと瀕死の彼女
ジェス・アンドルーズ／
著 金原 瑞人／訳

ポプラ社
幼なじみのアールと名作のパロディ映画を作るのが趣味という１７歳のグレッグ
は、同級生のレイチェルが白血病になったことを知る。病状が悪化する中、グ
レッグとアールは彼女のために映画を作ろうとするのだが…。


