
書名 著者名 出版社 内容紹介

002.7 MA
学びの技 １４歳からの探究・論文・プレゼン
テーション

後藤 芳文／著 伊藤 史
織／著 登本 洋子／著

玉川大学出版部
多くの情報の中から価値ある資料を探し出すノウハウ、レポートや論文を論理的
にまとめる際の基本事項、発表の準備の方法など、これからの時代の探究学習
に必要とされる「学びの技」を、イラストを交えて紹介する。

007.3 HO 人工知能時代を〈善く生きる〉技術 堀内 進之介／著 集英社
技術は生活を便利にする一方で、終わらない仕事を増やし、人間関係に疲れる
世の中に変えていく。「ユビキタスネットワーク社会」の弊害に対処するには、技
術の便益を最大限に引き出し、現在の技術との関係を刷新すべきと説く。

028.09 YA
ヤングアダルトの本 悩みや不安迷ったときに
読む４０００冊

日外アソシエーツ株式
会社／編集

紀伊国屋書店（発売）
中高生を主としたヤングアダルト世代が「生き方」「学校・受験」「進路・仕事」「か
らだ・性」などについて悩んだときに参考となる図書３８６８冊を収録。原則２００８
年以降に日本国内で刊行された図書を対象とする。

031 GE 現代用語の基礎知識 ２０１９ 自由国民社／編集 自由国民社
政治、世界情勢、経済、時代・流行などのジャンル別に、知っておきたい現代用
語を解説する。「人生１００年時代、日本人の「食」はこれでいいのか？！」等を
特集するほか、ニュースのおさらいも掲載。

031.4 MA
まるごとわかる「日本人」はじめて百科 １ 生
活・行事をはじめた人

湯本 豪一／監修 日本図書センター
「モノ・コト」のはじまりには、いつもパイオニアがいた！　１では鞄やランドセルを
初めてつくった人や、日本最初の時計をつくった人、天気予報をはじめた人な
ど、生活・行事をはじめた人を紹介します。

031.4 MA
まるごとわかる「日本人」はじめて百科 ２ 食べ
物・飲み物をつくった人

湯本 豪一／監修 日本図書センター
「モノ・コト」のはじまりには、いつもパイオニアがいた！　２では日本にカレーを広
めた人や、日本で初めて缶詰をつくった人、西洋料理を広めた人など、食べ物・
飲み物をつくった人を紹介します。

031.4 MA
まるごとわかる「日本人」はじめて百科 ３ 教
育・文化をはぐくんだ人

湯本 豪一／監修 日本図書センター
「モノ・コト」のはじまりには、いつもパイオニアがいた！　３では日本最初の海水
浴場を開いた人や、広告や宣伝を始めた人、日本初の日刊新聞を作った人な
ど、教育・文化をはぐくんだ人を紹介します。

031.4 MA
まるごとわかる「日本人」はじめて百科 ４ 産
業・技術をうみだした人

湯本 豪一／監修 日本図書センター
「モノ・コト」のはじまりには、いつもパイオニアがいた！　４では日本にカメラを伝
えた人や、初めて空を飛んだ日本人、日本の近代製鉄業を始めた人など、産
業・技術をうみだした人を紹介します。

031.4 MA
まるごとわかる「日本人」はじめて百科 ５ 政
治・社会の仕組みをつくった人

湯本 豪一／監修 日本図書センター
「モノ・コト」のはじまりには、いつもパイオニアがいた！　５では最初に病院をつ
くった人や、児童養護施設のもとをつくった人、日本最初の総理大臣など、政治・
社会の仕組みをつくった人を紹介します。

114.2 KA
「死」とは何か イェール大学で２３年連続の人
気講義

シェリー・ケーガン／著
柴田 裕之／訳

文響社
死はなぜ悪いのか。なぜ哲学は「死なないほうが良い」ことを論証できないの
か。死の本質について沸き起こる哲学的な疑問の数々を検討する。道徳・哲学・
倫理の専門家が「死」をテーマに行うイェール大学の講義を書籍化。

204 IK 世界史で読み解く現代ニュース
池上 彰／著 増田 ユリ
ヤ／著

ポプラ社
ニュースを理解するには世界史の知識が必須。長く高校で歴史を教えてきた増
田ユリヤが、世界史をわかりやすく解説し、池上彰が、その世界史が現代とどう
つながっているかを解き明かす。

210.1 HY 日本国紀 百田 尚樹／著 幻冬舎
神話とともに誕生し、万世一系の天皇を中心に、独自の発展を遂げてきた日本。
２０００年以上にわたる国民の歴史と激動にみちた国家の変遷を、「古事記」「日
本書紀」をはじめ、多くの史書を参考に記した壮大なる叙事詩。

210.47 AB 信長はなぜ葬られたのか 安部 龍太郎 幻冬舎新書
安土城跡の「清涼殿」の意味、イエズス会のヴァリニャーノとの熾烈な交渉、そし
て決裂。その直後に起きた本能寺の変…。江戸の鎖国史観から見ていてはわか
らない、世界史における本能寺の変の真実に直木賞作家が迫る。

288.9 KA 世界の国旗と国章大図鑑 ５訂版 苅安 望／編著 平凡社
世界の全独立国１９７の国旗・国章を、正しい縦横比率で、国旗制定の歴史やデ
ザインの意味などとともにカラー図版で紹介。国際オリンピック委員会加盟地域
の旗と域章も掲載。

290.3 NA
なるほど知図帳世界 ２０１９ ニュースと合わ
せて読みたい世界地図

昭文社
世界の最新情報を徹底調査！　世界地図とともに、アジアの情勢、中東の紛争
と内戦、世界３大宗教、異常気象、国債格付け、世界遺産などを解説する。巻頭
に「アワード・オブ・ザ・ワールド＆マネー」等を特集。

291.03 NA
なるほど知図帳日本 ２０１９ ニュースと合わ
せて読みたい日本地図

昭文社
日本の最新情報を徹底調査！　日本地図とともに、外国人観光客、結婚、原子
力発電、火山、日本の世界遺産など５３テーマを解説する。巻頭に「天皇家と元
号」「華麗なる一族の系譜」等を特集。

304 BU 文芸春秋オピニオン２０１９年の論点１００ 文芸春秋
安倍一強の理由、２０１９年の北朝鮮外交、合成生物が変える世界…。２０１９年
の最重要論点を、「安倍長期政権と日本」「御代替わり」「自然災害と防災」「社
会」などに分類して論じる。池上彰と佐藤優の対談も収録。

304 OM
日本の論点 Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ　ａｎｄ　Ｓｔｒ
ａｔｅｇｉｃ　Ｔｈｉｎｋｉｎｇ ２０１９～２０

大前 研一／著 プレジデント社
「ポスト安倍」に最も近い男、日本の不動産「２０２２年問題」、トランプ流「ディー
ル外交」の裏事情…。大前研一が、さまざまな論点を取り上げて語る。『プレジデ
ント』連載「日本のカラクリ」を加筆修正し再構成。

326.5 YA
刑務所しか居場所がない人たち 学校では教
えてくれない、障害と犯罪の話

山本 譲司／著 大月書店
刑務所は、世間から排除され続けた障害者が最後に行きつく「福祉施設」だった
－。触法障害者や出所者の支援に奔走する著者が、福祉と司法のすきまに落ち
る人々の実態を鋭く、優しく説き起こす。

361.4 HA 共感スイッチ 浜崎 慎治／著 中央公論新社
なぜあのＣＭは１５秒で「伝わる」のか？　ＣＭディレクター・浜崎慎治が、相手の
「共感」を得るために意識している「共感スイッチ」の主な特徴と、「おもしろスイッ
チ」「朝ドラスイッチ」など具体的な８種について紹介する。

369.4 NA
なぜ、わが子を棄てるのか 「赤ちゃんポスト」
１０年の真実

ＮＨＫ取材班／著 ＮＨＫ出版
なくならない育児放棄に児童遺棄。日本にたったひとつの「赤ちゃんポスト」とい
う存在を通し、現代の日本が抱える複数の課題を浮き彫りにしていく。ＮＨＫ番組
「クローズアップ現代＋」を書籍化。

376.8 OT 受験と進学の新常識 おおた としまさ 新潮新書
激変を続ける受験の世界。いま勢いのある学校や塾は? 受験に勝つ子の「3条
件」とは…? 教育ジャーナリストである著者が、受験と進学の新常識を明かす。
子供の受験が脳裏をかすめたら、真っ先に読むべき入門書。

385.9 RO
ロシアンブルー先生に教わる美しいしぐさとマ
ニャー

岩下 宣子／監修 竹脇
麻衣／イラスト

新星出版社
マニャー界のカリスマ・ロシアンブルー先生が、マニャー美人（美猫！？）になる
ための極意を伝授する。日常、食事、外出先、お祝い、およばれなどシーン別
に、美しいしぐさとマナーを猫のイラストと一緒にわかりやすく紹介。
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407 MA
ノーベル賞受賞者が教えるノーベル賞をとる
方法 楽しい実験つき

バリー・マーシャル／著
かとう りつこ／訳

ＷＡＶＥ出版
ノーベル賞をとる秘訣とは？　２００５年にピロリ菌の発見によりノーベル生理学・
医学賞を受賞した著者が、歴代ノーベル賞の研究内容を物語形式で解説。ノー
ベル賞に関係した、簡単にできる実験も多数掲載する。

431.3 GR 世界で一番美しい化学反応図鑑

セオドア・グレイ／著
ニック・マン／写真 若
林 文高／監修 武井 摩
利／訳

創元社
エネルギーやエントロピーや時間という、化学反応を特徴づける重要な概念を解
説。また、燃焼、爆発、光合成から植物の成長、水の沸騰まで、さまざまな化学
反応を美しい写真で紹介する。

432 UE
ビーカーくんのゆかいな化学実験 その手順に
はワケがある！

うえたに夫婦／著 誠文堂新光社
スチールウールの燃焼実験から、ソックスレー抽出器によるゴマ油の抽出実験
まで、２０種類以上の化学実験を、ビーカーくんたち実験器具キャラターが解説。
漫画や図鑑を通じて彼らの活躍も紹介します。

460.7 NE
樹脂封入標本の作り方 生物を美しく記録する
魔法の工作 生物を包む珠玉の透明樹脂

根津 貴博／著 グラフィック社
透明の樹脂の中に閉じ込めることにより、生物を生きてる時に近い状態で、美し
く保つ魔法の工作「樹脂封入標本」。植物・菌から、虫、脊椎動物まで、作り方を
写真やイラストで解説する。封入標本の知識も掲載。

480 KI 危険生物◆外来生物大図鑑
今泉 忠明／監修 自然
環境研究センター／監
修

あかね書房
特別な場所だけではなく、生活圏内で出あうこともある危険生物たち。スズメバ
チ、ヤマカガシをはじめ、外来種のヒアリやカミツキガメなど、人体・農作物・生態
系それぞれに注意が必要な生物の情報を写真とともに紹介する。

498.9 UE 死体が教えてくれたこと 上野 正彦／著 河出書房新社
なぜ監察医になったのか、人が死ぬとはどういうことか、自分とは何なのか…。２
万体の検死解剖を行った法医学の第一人者が若者に向けた一冊。命の大切さ
を自身の生涯を振り返りながら説く。

547.5 HA
電波の疑問５０ 電波はスマホ・Ｗｉ‐Ｆｉ・ＧＰＳに
も必要？

早川 正士／著 成山堂書店
電波はどのように利用されているの？　電波を感じる生物はいるの？　Ｗｉ‐Ｆｉは
電波なの？　電波の基礎的なことから電波の応用まで、最新のトピックスを織り
交ぜて、５０の疑問に電磁環境学の専門家がわかりやすく答える。

645.6 YA 犬と猫の向こう側 山田 あかね／著 扶桑社
年間６万頭もの犬や猫が殺処分される現実。「犬猫みなしご救援隊」代表である
中谷百里さんの活動を追い、社会問題ともいえる多頭飼育崩壊に迫る。フジテレ
ビ「ザ・ノンフィクション」で放送された内容をもとに書籍化。

726.1 SU ちはやふる ４０ 末次 由紀／著 講談社
激戦を経て、ついにクイーン戦への切符を手にした千早。孤高の才能をもつ詩
暢の立つ場所は、千早の想像を超える荒野だった――。東西挑戦者決定戦、つ
いに決着!!

903.1 YA
ヤングアダルトの本 いま読みたい小説４０００
冊

日外アソシエーツ株式
会社／編集

紀伊国屋書店（発売）
中高生を主としたヤングアダルト世代に読まれている・読んで欲しい物語や小説
を集めた図書目録。２００８年～２０１８年に日本国内で刊行された図書を対象
に、３２７人の作家の作品３８６１冊を日本と海外に分けて収録。

910.2 AR 有島武郎
高原 二郎／著 福田 清
人／編

清水書院
日本の現代文学史上に不動の地位を占める有島武郎の、生涯とその作品とを
解明。作家の精神内部にひそめるものを発掘し、時代と生活と作品を立体的に
解説する。「カインの末裔」「生れ出づる悩み」「或る女」などを取り上げる。

910.2 FU 二葉亭四迷
小倉 脩三／著 福田 清
人／編

清水書院
日本の現代文学史上に不動の地位を占める二葉亭四迷の、生涯とその作品と
を解明。作家の精神内部にひそめるものを発掘し、時代と生活と作品を立体的
に解説する。「浮雲」「其面影」「平凡」などを取り上げる。

910.2 HA 林芙美子
遠藤 充彦／著 福田 清
人／編

清水書院
日本の現代文学史上に不動の地位を占める林芙美子の、生涯とその作品とを
解明。作家の精神内部にひそめるものを発掘し、時代と生活と作品を立体的に
解説する。「放浪記」「清貧の書」「浮雲」などを取り上げる。

910.2 KI 菊池寛
小久保 武／著 福田 清
人／編

清水書院
日本の現代文学史上に不動の地位を占める菊池寛の、生涯とその作品とを解
明。作家の精神内部にひそめるものを発掘し、時代と生活と作品を立体的に解
説する。「父帰る」「恩讐の彼方に」「真珠夫人」などを取り上げる。

910.2 KU 国木田独歩
本多 浩／著 福田 清人
／編

清水書院
日本の現代文学史上に不動の地位を占める国木田独歩の、生涯とその作品と
を解明。作家の精神内部にひそめるものを発掘し、時代と生活と作品を立体的
に解説する。「武蔵野」「富岡先生」「鎌倉夫人」などを取り上げる。

910.2 MU 武者小路実篤
松本 武夫／著 福田 清
人／編

清水書院
日本の現代文学史上に不動の地位を占める武者小路実篤の、生涯とその作品
とを解明。作家の精神内部にひそめるものを発掘し、時代と生活と作品を立体
的に解説する。「お目出たき人」「幸福者」「友情」などを取り上げる。

910.2 NA 永井荷風
網野 義紘／著 福田 清
人／編

清水書院
日本の現代文学史上に不動の地位を占める永井荷風の、生涯とその作品とを
解明。作家の精神内部にひそめるものを発掘し、時代と生活と作品を立体的に
解説する。「あめりか物語」「腕くらべ」「〓東綺譚」などを取り上げる。

910.2 TO 徳富蘆花
岡本 正臣／著 福田 清
人／編

清水書院
日本の現代文学史上に不動の地位を占める徳富蘆花の、生涯とその作品とを
解明。作家の精神内部にひそめるものを発掘し、時代と生活と作品を立体的に
解説する。「不如帰」「寄生木」「黒い眼と茶色の目」などを取り上げる。

910.2 TS 坪内逍遥
小林 芳仁／著 福田 清
人／編

清水書院
日本の現代文学史上に不動の地位を占める坪内逍遥の、生涯とその作品とを
解明。作家の精神内部にひそめるものを発掘し、時代と生活と作品を立体的に
解説する。「当世書生気質」「桐一葉」「小説神髄」などを取り上げる。

911.1 YO みだれ髪
与謝野 晶子／著 今野
寿美／訳注

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
恋する女性の美しさを詠んだ与謝野晶子の処女歌集。多くの若い詩人や歌人た
ちに影響を与えた３９９首を全訳とともに収録。解説、年譜、晶子の初期作品を
集めた「みだれ髪拾遺」を所収。

911.1 YO 与謝野晶子
浜名 弘子／著 福田 清
人／編

清水書院
日本の現代文学史上に不動の地位を占める与謝野晶子の、生涯とその作品と
を解明。作家の精神内部にひそめるものを発掘し、時代と生活と作品を立体的
に解説する。「みだれ髪」「恋衣」「舞姫」などを取り上げる。

911.1 YO 私の生い立ち 与謝野 晶子／著 岩波書店
学校、家族、遊び友だち…。与謝野晶子が、堺ですごした幼少期の生活とその
心情を素直に綴った表題作の自伝に、晶子が身近に接して記憶に鮮やかだった
少女の姿を描いた「私の見た少女」を併収。竹久夢二による挿画も掲載する。

911.1 MI みんなで遊ぼう！！百人一首大図鑑
吉海 直人／監修 国土
社編集部／編

国土社
百人一首の和歌について現存最古の上の句札とともに一首ずつ紹介。和歌の
内容や歌われた場面、歌人やその関連人物、理解を深める４コママンガも掲載
する。百人一首の成り立ちや、百人一首かるたの遊び方も解説。

911.1 TA みだれ髪 俵万智訳
俵 万智／著 与謝野 晶
子／著

河出書房新社
燃える肌を抱くこともなく人生を語り続けて寂しくないの－。与謝野晶子の「みだ
れ髪」を、俵万智が思いを重ねて大胆かつ官能的に甦らせる。「蓮の花船」「は
たち妻」「舞姫」「春思」など６作品を収める。

911.3 TA 高浜虚子
前田 登美／著 福田 清
人／編

清水書院
日本の現代文学史上に不動の地位を占める高浜虚子の、生涯とその作品とを
解明。作家の精神内部にひそめるものを発掘し、時代と生活と作品を立体的に
解説する。俳誌『ホトトギス』での活躍や、小説「斑鳩物語」等を取り上げる。



911.5 KI 北原白秋 恩田 逸夫／著 清水書院
日本の現代文学史上に不動の地位を占める北原白秋の、生涯とその作品とを
解明。作家の精神内部にひそめるものを発掘し、時代と生活と作品を立体的に
解説する。「邪宗門」「思ひ出」「桐の花」などを取り上げる。

911.5 TA 高村光太郎
堀江 信男／著 福田 清
人／編

清水書院
日本の現代文学史上に不動の地位を占める高村光太郎の、生涯とその作品と
を解明。作家の精神内部にひそめるものを発掘し、時代と生活と作品を立体的
に解説する。「道程」「猛獣篇」「智恵子抄」などを取り上げる。

913.3 MU 与謝野晶子の源氏物語 上 光源氏の栄華
紫式部／著 与謝野 晶
子／訳

角川グループパブリッ
シング（発売）

情熱歌人が愛し訳した王朝の恋物語！　青年光源氏が北山で、亡き母の面影
に似た少女と運命的な出会い･･････。情熱歌人・与謝野晶子が、恋物語として
の面白さを濃縮して翻訳した『新訳源氏物語』。読みやすくて挿絵入り。「桐壺」
から「行幸」まで２９巻。

913.3 MU 与謝野晶子の源氏物語 中 六条院の四季
紫式部／著 与謝野 晶
子／訳

角川グループパブリッ
シング（発売）

息子の親友に若妻を犯された中年光源氏は、若き日の過ちを悔いる･･････。情
熱歌人・与謝野晶子が恋物語としての面白さを濃縮して翻訳した『新訳源氏物
語』。読みやすくて挿絵入り。「藤袴」から「総角」まで１８巻。

913.3 MU 与謝野晶子の源氏物語 下 宇治の姫君たち
紫式部／著 与謝野 晶
子／訳

角川グループパブリッ
シング（発売）

積極的な匂宮と沈静で冷静な薫との間で揺れる浮舟が失踪した･･････。情熱歌
人・与謝野晶子が恋物語としての面白さを濃縮して翻訳した『新訳源氏物語』。
読みやすくて挿絵入り。「早蕨」から「夢の浮橋」まで７巻。

913.6 AS 草々不一 朝井 まかて／著 講談社
身分としきたりに縛られた、武家の暮らし。仇討ち、就活、婿入り、剣術、罪と罰
…。切なくも可笑しい人生の諸相を描いた、時代小説短編集。『小説現代』掲載
を加筆修正して単行本化。

913.6 AS 神様の御用人 ８ 浅葉 なつ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
神としての引退を望む、知恵の神・久延毘古命。しかし彼の眷属たちは大反対。
困った良彦は、彼らを家電量販店に連れていく。一方、四国では、狸の金長大明
神から諸説ある「阿波狸合戦」の話を集めてほしいと言われるが…。

913.6 IM ひゃっか！ 全国高校生花いけバトル 今村 翔吾／著 文響社
花を愛する女子高生・春乃は、父の郷里・香川で行われる「全国高校生花いけ
バトル」決勝大会出場を目指していたが、パートナーが見つからない。そんな中、
転校生・山城貴音が大衆演劇の役者で、生け花の素養もあると聞き…。

913.6 IS クリスマスを探偵と
伊坂 幸太郎／文 マヌ
エーレ・フィオール／絵

河出書房新社
舞台はドイツ。探偵カールがクリスマスの夜に出会った、謎の男とは…？　伊坂
作品のエッセンスすべてが凝縮された、心温まる聖夜の奇跡の物語。マヌエー
レ・フィオールによる幻想的で抒情的な雰囲気の挿し絵も収録。

913.6 IS
フーガはユーガ ＴＷＩＮＳ　ＴＥＬＥＰＯＲＴ　ＴＡＬ
Ｅ

伊坂 幸太郎／著 実業之日本社
仙台市内のファミレスで、常盤優我は語り出した。双子の弟・風我のこと、決して
幸せでなかった子供時代のこと、そして、彼ら兄弟だけの特別な「アレ」のことを
…。不思議で、切ない、長編小説。

913.6 IW 永遠についての証明 岩井 圭也／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
天才といわれた数学家・瞭司の遺した研究ノート。そこには未解決問題「コラッツ
予想」の証明が書き込まれていた。贖罪の気持ちを抱える瞭司の親友・熊沢は、
ノートに挑むことで再び瞭司と向き合うことを決意するが…。

913.6 KA 老後の資金がありません 垣谷 美雨／著 中央公論新社
娘の派手婚、舅の葬式代と姑の生活費、そして夫婦揃っての失職…。「老後は
安泰」のはずだったのに、１２００万円の老後資金はみるみる減ってゆく。家族の
諸事情に振り回されつつもやりくりする篤子の奮闘は報われるのか？

913.6 KA 結婚相手は抽選で 垣谷 美雨／著 双葉社
少子化対策のため「抽選見合い結婚法」が制定されることになった。それを喜ぶ
人もいれば、慌てて結婚してしまう人もいて…。それぞれの見合い事情をコミカ
ルに描くｉｆ小説。

913.6 KA 探偵は教室にいない 川澄 浩平／著 東京創元社
北海道の中学に通う少女・真史は、差出人不明のラブレターをめぐって、幼馴染
みの少年・歩と９年ぶりに再会を果たし…。日々のなかで出会うささやかな謎を
通して、少年少女たちが新たな扉を開く瞬間を切り取った４つの物語。

913.6 MA 一度だけ 益田 ミリ／著 幻冬舎
夫の浮気でもめて離婚した姉・弥生。１０年以上彼氏なしの妹・ひな子。遺産で気
ままに暮らす叔母に誘われ、ひな子が旅行に出かけている間、弥生はあるルー
ルを自分に課すが…。『ＧＩＮＧＥＲ　Ｌ．』連載に加筆し単行本化。

913.6 MI 神さまのいる書店 〔３〕 想い巡りあう秋 三萩 せんや／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
恋と進路に悩むヨミに、まほろば屋書店の店主・ナラブは語りだす。それは、不
器用な少年が、とある美しい「旅人」と出会う物語だった…。時を越えて、巡りあう
「想い」を描く、書店ファンタジー第３弾。

913.6 MI 昨日がなければ明日もない 宮部 みゆき／著 文芸春秋
２９歳のシングルマザーから相談を受けた杉村三郎。彼女は１６歳で最初の子を
産み、別の男性との間にも子供がいて…。表題作ほか全３作を収録。杉村三郎
シリーズ第５弾。『オール読物』掲載を加筆して単行本化。

913.6 MI ３０センチの冒険 三崎 亜記／著 文芸春秋
バスに乗って迷い込んだ異世界の人々は奇妙な災害に苦しんでいた。彼らを救
うため、男はこの世界にあるはずのない「３０センチのものさし」を手に立ち上が
る－。『別冊文芸春秋』連載を加筆し単行本化。

913.6 MI
ビブリア古書堂の事件手帖 扉子と不思議な
客人たち

三上 延／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
ある夫婦が営む古書店がある。鎌倉の片隅にひっそりと佇む「ビブリア古書
堂」。女店主の傍らには、彼女そっくりな少女の姿があった。女店主は少女へ、
静かに語り聞かせる。一冊の古書から紐解かれる不思議な客人たちの話を－。

913.6 MO 熱帯 森見 登美彦／著 文芸春秋
沈黙読書会で見かけた奇妙な本「熱帯」。それは、どうしても「読み終えられない
本」だった－。結末を求めて悶えるメンバーが集結し、世紀の謎に挑む！　ウェ
ブ文芸誌『マトグロッソ』掲載に書き下ろしを加えて書籍化。

913.6 MO 風牙 門田 充宏／著 東京創元社
優秀な記憶翻訳者として様々な依頼人の記憶翻訳を手がける珊瑚は、人の記
憶と関わることで自分自身の中にある埋められない欠落と向き合い…。連作短
編集。『ミステリーズ！』ほか掲載に書き下ろしを加え単行本化。

913.6 MU 猫は笑ってくれない 向井 康介／著 ポプラ社
かつてともに暮らした猫を看病する、映画監督の女と脚本家の男。元恋人同士
のふたりの恋愛は、映画をつくるようにはうまくいかなくて…。愛猫の看取りを通
し、愛の苦しみと望みを描いた長編小説。『ａｓｔａ＊』連載を書籍化。

913.6 NA その先の道に消える 中村 文則／著 朝日新聞出版
アパートの一室で発見されたある“緊縛師”の死体。重要な参考人の桐田麻衣
子は、刑事・富樫が惹かれていた女性だった。疑惑を逸らすため、富樫は麻衣
子の指紋を偽装するが…。『小説トリッパー』連載を単行本化。

913.6 NA ダンデライオン 中田 永一／著 小学館
「２０１９－１０－２１　０：０４。ベンチで待機　パトカーの音　犬が三度鳴く　背後
から殴られる」　１１歳の僕は、目が覚めたら大人になっていた。ノートには、誰も
知らない未来のことが書かれていて…。青春ミステリー。

913.6 OZ 有村家のその日まで 尾崎 英子／著 光文社
がんを患った主婦・仁子。自由奔放でスピリチュアルに傾倒する彼女は、標準治
療を「つまらないから」とやめてしまう。家族は、彼女らしく最後のときを過ごせる
よう奮闘するが…。“家族の死”を新鋭作家が祈りを込めて描く。



913.6 SA アオハル・ポイント 佐野 徹夜／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
ルックス、学力、コミュ力などのポイントが、俺には人の頭上に浮かんで見える。
クラスで浮いてる春日唯のポイントは４２。空気が読めず、友達もいない。そんな
春日のポイントを上げるために、俺は彼女に関わることに…。

913.6 SH どんまい 重松 清／著 講談社
どんな人生にも、打席はまわってくる－。かつての甲子園球児、要介護の親を田
舎に抱えるキャプテン、夫に“捨てられた”妻と娘…。草野球チームを通して交錯
する「ふつうの人々」の人生を描く。『小説現代』掲載を単行本化。

913.6 SH 戦国の女たち 司馬遼太郎・傑作短篇選 司馬 遼太郎／著 ＰＨＰ研究所
戦国乱世の時代、闘っていたのは男だけではない。女性もまた、女性の戦（いく
さ）を闘わねばならなかった——戦国の女性を主人公にした司馬作品六篇を収録
したオリジナル編集の短篇小説集。

913.6 UE 風と行く者 守り人外伝
上橋 菜穂子／作 佐竹
美保／絵

偕成社
「天と地の守り人」後のバルサを過去の回想を交えて描く、「守り人」シリーズ外
伝。少女時代のバルサとジグロの旅が現在のバルサの旅と交叉し、ゆたかな物
語が立ちあがる。ハードカバー版も同時刊行。

913.6 UY この恋は世界でいちばん美しい雨 宇山 佳佑／著 集英社
駆け出しの建築家・誠と、カフェで働く日菜は、雨がきっかけで恋に落ち、雨の
日、バイク事故で瀕死の重傷を負う。二人合わせて２０年の余命を授かり生き返
るが、それは、互いの命を奪い合う、切なすぎる日々の始まりだった…。

914.6 MU となりの脳世界 村田 沙耶香／著 朝日新聞出版
小さな頃の思い出、影響を受けた本や音楽、旅先での出来事、今まで気づかな
かった勘違いに、コンビニバイトのこと…。作家・村田沙耶香がデビューからの１
５年間に各紙誌で綴ったエッセイを集成。

953.7 SA 嘔吐　新訳
ジャン‐ポール・サルト
ル著，鈴木 道彦訳

人文書院
港町ブーヴィル。孤独な一知識人ロカンタンを突然襲う吐き気の意味とは…。1
冊の日記に綴られた孤独な男のモノローグを通して、人間存在の不条理を描い
たサルトルの代表作を全面新訳。


