
書名 著者名 出版社 内容紹介

007.1 MA
マンガでわかる！人工知能 ＡＩは人間に何を
もたらすのか

松尾 豊／監修 かん よ
うこ／作画

ＳＢクリエイティブ
人工知能とは何か？　仕事や生活をどう変えるのか？　歴史から活用まで、人
工知能の基本的な知識をマンガのストーリーを通して紹介。「ニューラルネット
ワーク」「シンギュラリティ」といった必須キーワードも解説する。

007.6 KA
コンピュータ、どうやってつくったんですか？
はじめて学ぶコンピュータの歴史としくみ

川添 愛／著 東京書籍
どうしてコンピュータは０と１だけで複雑な計算ができるの？　そもそも数と数字
の違いってなに？　理系男子とヘンテコな妖精の対話形式で、コンピュータの歴
史としくみをわかりやすく解説する。

141.5 YA 「わかる」とはどういうことか 認識の脳科学 山鳥 重／著 筑摩書房
われわれは、どんなときに「あ、わかった」「わけがわからない」「腑に落ちた!」な
どと感じるのだろうか。また「わかった」途端に快感が生じたりする。そのとき、脳
ではなにが起こっているのか。

210.1 TA
たのしく学べる新編まんが日本史 上 縄文・弥
生時代～鎌倉幕府の成立

高山 宗東／原案 佐藤
ヒロシ／作画

学校図書
長い日本の歴史をコンパクトにまとめ、「まんが」という形式でわかりやすく表現。
ダイナミックな歴史の流れをすばやく理解できる本。上は、日本の国の成り立ち
を描く。カラー口絵、歴史資料室も収録。見返しに地図あり。

210.1 TA
たのしく学べる新編まんが日本史 中 鎌倉時
代～江戸時代・幕政のほころび

高山 宗東／原案 佐藤
ヒロシ／作画

学校図書
長い日本の歴史をコンパクトにまとめ、「まんが」という形式でわかりやすく表現。
ダイナミックな歴史の流れをすばやく理解できる本。中は、武士が国を治めた時
代を描く。カラー口絵、歴史資料室も収録。見返しに地図あり。

210.1 TA
たのしく学べる新編まんが日本史 下 江戸幕
府の滅亡～昭和・平成の時代

高山 宗東／原案 佐藤
ヒロシ／作画

学校図書
長い日本の歴史をコンパクトにまとめ、「まんが」という形式でわかりやすく表現。
ダイナミックな歴史の流れをすばやく理解できる本。下は、幕末から現代までを
描く。カラー口絵、歴史資料室も収録。見返しに地図あり。

210.7 KO
不死身の特攻兵 軍神はなぜ上官に反抗した
か

鴻上 尚史／著 講談社
上官の命令に背き、体当たりではなく爆弾を落として戦果を挙げようと心に決め
た特攻兵、佐々木友次。彼は何と戦い、何に苦しみ、何を選んだのか。生き延び
て何を思ったのか。９回の生還を果たした男が、命の尊厳を語る。

289.1 FU 福沢諭吉しなやかな日本精神 小浜 逸郎／著 ＰＨＰ研究所
幕末維新期から朝鮮の甲申事変までの、福沢諭吉の文章を取り上げ、西郷隆
盛、吉田松陰、勝海舟、横井小楠らとの比較も交えつつ、いま日本人が読むべ
き文章を紹介・玩味。まったく新しい視点から「福沢諭吉の真価」を問う。

291.03 MO 英語で案内する日本の伝統・大衆文化辞典
森口 稔／編著 Ｗｉｌｌｉａ
ｍ　Ｓ．Ｐｆｅｉｆｆｅｒ／英文
校閲

三省堂
インバウンド観光ガイドに、日本研究の傍らに。新旧の日本文化・社会を英語で
紹介する際に役立つ辞典。日本史、伝統文化、宗教、寺社仏閣、政治、現代文
化、精神性など、様々な分野からなる見出し語約８６００項目を収録。

304 NI
日本＆世界の未来年表 超ビジュアル 今後５
０年で起きることを先取りできる！

世界博学倶楽部／著 ＰＨＰ研究所
地球がミニ氷河期に突入！？　平均寿命が１２０歳に！？　今後、世界と日本は
どう変わるのか。社会、経済・ビジネス、科学・医療技術、日常生活、地球環境
の分野で、いつ頃、どんな事象が起こるのかを紹介する。未来年表つき。

304 TS 日本が売られる 堤 未果／著 幻冬舎
水や米、森や農地、食の安全、個人情報…。日本が誇る貴重な資産を米国や中
国、ＥＵなどのハゲタカどもが買い漁っている！　マスコミが報道しない衝撃の舞
台裏と反撃の戦略を、気鋭の国際ジャーナリストが暴き出す。

307 YO
世の中の動きに強くなるライブ！現代社会 ２
０１８

池上 彰／監修 帝国書院
驚きの写真! 納得の解説!
池上彰監修の画期的資料！　「人工知能」「北朝鮮情勢」などの時事テーマにつ
いて、Q&A形式で答える。

319 SH
高校チュータイ外交官のイチからわかる！国
際情勢

島根 玲子／著 扶桑社
貧困、移民・難民、食料、エネルギー、関税、自由貿易、核兵器…。やりすごして
いる重大問題が丸わかり！　元コギャルの高校チュータイ外交官が、外交や世
界で起きていることを身近に感じられるよう、わかりやすく解説する。

319.8 KA 核兵器はなくせる 川崎 哲／著 岩波書店
「核兵器禁止条約」の成立に大きく貢献し、ノーベル平和賞を受賞したＮＧＯ・ＩＣ
ＡＮ。その中心にいて、核兵器廃絶のために奔走する著者が、核の現状や今後
について熱く語る。

320.4 HO
法律トリビア大集合 法律って意外とおもしろ
い！！

第一法規法律トリビア
研究会／編著

第一法規
「すいか」は「メロン」？　国民は、看護師に感謝する義務がある？　法律の意外
な決まりや言葉の不思議な魅力を大公開。ブログ『法律トリビア』掲載記事に書
き下ろしを加えて書籍化。

329.2 YO
よくわかる大使館 だれが働いているの？どん
な仕事をしているの？

河東 哲夫／監修 ＰＨＰ研究所
外国に置かれ、大使をはじめとする外交官が、相手国との「外交」を行う大使
館。人脈づくりや政府間の交渉、経済協力、広報、文化交流など、さまざまな活
動を行う大使館の役割と、そこで働く職員の仕事をやさしく説明する。

361.4 OK くらべる日本 東西南北
おかべ たかし／文 山
出 高士／写真

東京書籍
東京都と大阪府の「定食」、山形市と仙台市の「芋煮」、和歌山県と山梨県の
「犬」など、日本全国３１の文化・風俗の違いを紹介。違いが一目で分かる写真を
掲載し、それぞれの特徴を解説する。

367.1 BU 北欧に学ぶ小さなフェミニストの本
サッサ・ブーレグレーン
／作 枇谷 玲子／訳

岩崎書店
女の子らしく、男の子らしくって、どういうこと？　社会で活躍する女性が多い、男
女平等の先進国スウェーデンの、１０歳の女の子エッバと一緒に、だれもが平等
に自分らしく生きるとはどんなことかを考える。

367.2 DA
男女平等はどこまで進んだか 女性差別撤廃
条約から考える

山下 泰子／監修 矢沢
澄子／監修 国際女性
の地位協会／編

岩波書店
女性差別撤廃条約と、条約を基にした男女平等の国際基準の展開について、身
近なテーマやトピックスを切り口に紹介。ホットな課題を取り上げながら、条約の
関連する条文の内容をやさしく解説する。条約対訳等も掲載。

367.3 SH 家族という病 ２ 下重 暁子／著 幻冬舎
幸せな家族を幻想し、理想の夫婦像、親子関係を築かねば、とストレスを高じさ
せる日本人。家族に囚われることの多い日本の実態を一刀両断するほか、家族
という病を克服し、より充実した人生を送るヒントを示唆する。

376.8 AS 医学部 中高生のための学部選びガイド 浅野 恵子／著 ぺりかん社
医学部をめざす人のための学部案内。医学部で学ぶことやキャンパスライフ、卒
業後の進路などを、実際の取材をもとに、わかりやすく説明する。教員・学生・卒
業生インタビューも収録。

376.8 MI 教育学部 中高生のための学部選びガイド 三井 綾子／著 ぺりかん社
教育学部をめざす人のための学部案内。教育学部で学ぶことやキャンパスライ
フ、卒業後の進路などを、実際の取材をもとに、わかりやすく説明する。教員・学
生・卒業生インタビューも収録。

404 YA
空想科学読本 滅びの呪文で、自分が滅び
る！

柳田 理科雄／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
「ドラゴンボール」の重力１００倍の部屋での修業、「マジンガーＺ」のおっぱいミサ
イル、「ポプテピピック」の怒りのビル破壊…。定番の名作から最新話題作まで、
３１コンテンツを科学的に検証する。
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407 OH
１３歳からの研究倫理 知っておこう！科学の
世界のルール

大橋 淳史／著 化学同人
大人じゃなくても科学するときに守らなければいけない「ルール」があるって知っ
てますか？　研究のルールや進め方、研究倫理などについて、ケーススタディや
シミュレーションとともに解説。チェックリスト付き。

410.9 TO
離散数学「ものを分ける理論」 問題解決のア
ルゴリズムをつくる

徳田 雄洋／著 講談社
誰もが自分の分が一番よいと思うようにようかんを分けるには？　６種類のくだ
ものを２人で納得できるように分けるには？　問題解決のアルゴリズムを設計す
る離散数学、とくに、「ものを分ける理論」を会話形式で解説します。

461 IT ４０億年、いのちの旅 伊藤 明夫／著 岩波書店
いのちとは何か？　どのようにして生まれたのか？　どのように考えられてきた
のか？　いのちのつながりをテーマに、私たちの来た道と、これから行く道を探
る。著者が小中学校で行った出前授業をもとに書籍化。

464.2 HI
カラー図解分子レベルで見た体のはたらき い
のちを支えるタンパク質を視る

平山 令明／著 講談社
生命とは、無数のタンパク質が織りなす、驚異的な秩序を持った化学反応だ。生
命活動の主役・タンパク質が「なぜ、そのように動くのか」を、１１９点の立体カ
ラー図版を使って解説する。

491.3 OM 人とどうぶつの血液型 近江 俊徳／編著 緑書房
人の血液型は何種類ある？　動物たちに血液型はある？　そもそも血液型って
なんのこと？　科学的な内容から雑学的なものまで、知っているようで知らない
血液型の不思議や面白さを、イラスト・写真とともに紹介します。

491.3 YA
「気づく」とはどういうことか こころと神経の科
学

山鳥 重／著 筑摩書房
何気なく使われている「気づく」という言葉。「気づく」というこころの働きを、それ
に関連する「意識」「注意」「記憶」などの働きとからめて整理。「こころ」の不思議
に迫る。

491.6 GA
「がん」はなぜできるのか そのメカニズムから
ゲノム医療まで

国立がん研究センター
研究所／編

講談社
国立がん研究センターで行われてきた研究成果を織り交ぜながら、がんはどの
ように理解され、またその克服に向けてどのような戦略や対策が取られてきたか
について、わかりやすく解説。ゲノムが拓く新しいがん医療も紹介。

491.7 KN 細菌が人をつくる
ロブ・ナイト／著 ブレンダン・
ビューラー／著 山田 拓司／訳
東京工業大学山田研究室／訳

朝日出版社
体内に１００兆個いる細菌が、人間の真の宿主である。出産方法の影響から、プ
ロバイオティクスや抗生物質の服用法まで、驚くべき最新の実験結果を紹介しな
がら、細菌というミクロな隣人と共生する未来を覗き見る。

493.9 KA スマホが学力を破壊する 川島 隆太／著 集英社
スマホをやめるだけで偏差値が１０上がる！　７万人の子どもたちを対象に、数
年間にわたって行われた大規模調査の結果を基に、スマホやアプリの使用がも
たらす影響を解明し、スマホ使用のリスクを正面から論じる。

498.04 HI
持続可能な医療 超高齢化時代の科学・公共
性・死生観

広井 良典／著 筑摩書房
高齢化の急速な進展の中で、日本の医療費はすでに年間四十数兆円を超え、
さらに着実に増加している。「破綻」は回避できるのか？　持続可能な医療そして
社会を構想するための思想と道筋を、明快かつトータルに示す。

498.1 IW 臨床検査技師になるには 岩間 靖典／著 ぺりかん社
病気の診断や治療に必要な臨床検査を専門に行う医療スタッフ、臨床検査技
師。病院・診療所・製薬会社や医療機器メーカーなどで活躍する臨床検査技師
の仕事と現状、なるための道筋を紹介します。

498.1 MA 救急救命士になるには 益田 美樹／著 ぺりかん社
救急処置や医療行為をするだけでなく、傷病者はもちろん現場に居合わせた人
や家族を精神面でもサポートし、命のリレーをつなぐ救急救命士の仕事と〈なり
方〉を、多数の写真とともに詳しく紹介する。

498.1 MO 訪問看護師という生き方 森元 陽子／著 幻冬舎（発売）
教師のミスで看護学校へ進学。病院で働きつづけ、気づけば訪問看護の世界
へ。そして独立し訪問看護ステーションの社長に…。「訪問看護師」という、「看護
師」の新しいキャリア選択について紹介する。

510 MA イラスト図解：世界の巨大建造物
デビッド・マコーレイ／
著

六耀社
ゴールデンゲートブリッジ、英仏海峡トンネル、エンパイアステートビル…。世界
に名高い巨大な建造物は、計画や設計の段階でどのような大きな問題があっ
て、どうやって解決させたのか。文とイラストでわかりやすく紹介する。

537 TS ＥＶと自動運転 クルマをどう変えるか 鶴原 吉郎／著 岩波書店
「電動化」「自動化」「コネクテッド化」…。いま、クルマの世界に何が起きているの
か。そしてクルマはこれからどのように変わっていくのか。衝撃の未来予想図と
開発の最前線に迫る。

538.9 HO 宇宙・天文で働く 本田 隆行／著 ぺりかん社
宇宙をめざすロケットの技術者から、人工衛星の広報、宇宙や天文の魅力を伝
える科学館スタッフまで、宇宙を感じながら働ける、「宇宙・天文」にかかわる
様々な仕事と〈なり方〉を、多数の写真とともに詳しく紹介する。

579.9 HO バイオ技術者・研究者になるには 堀川 晃菜／著 ぺりかん社
「生命とは何か」という大きな謎に迫るバイオ研究。企業を舞台に活躍するバイ
オ技術者・研究者になるにはどうしたらよいかを解説するとともに、「バイオ」とは
何か、学問の歴史や最先端の研究事例・技術開発について紹介する。

609 US
新しい１キログラムの測り方 科学が進めば単
位が変わる

臼田 孝／著 講談社
キログラムの定義が１３０年ぶりに変わる。なぜ新しい定義が必要なのか。単位
を決めるとはどういうことなのか。新しい「１ｋｇ」はどうやって決められるのか。科
学の進歩によって単位が変わる現在進行中のドラマを紹介する。

726.1 SU コウノドリ ２４ 鈴ノ木 ユウ／著 講談社
【突発性難聴】妊娠中、音楽活動のために来日したサリー。共演するベイビー
に、耳の不調を訴える。原因は?【養子縁組】不妊治療を諦めた夫婦と、望まぬ
妊娠をしてしまった中学生。一つの命をめぐる、二つの家族の物語。

726.6 BA ばらの祈り　死の灰を超えて
佐々木悦子 作　・矢部
正美　絵

手仕事・かさや
飯塚利弘　原作「死の灰を超えて」。原水爆の被害者となった第五福竜丸船長、
久保山愛吉さんの『核兵器廃絶」の遺志を妻すずさんが伝え続けてきた。

748 SH 新約聖書の世界　白川義員作品集 白川義員 小学館
世界的な写真家・白川義員の気迫に臨んだ写真集。
エデンの園より寄贈。

754.9 TA
箸袋でジャパニーズ・チップ！ テーブルのうえ
で見つけたいろんな形

辰巳 雄基／著 リトルモア
空のなかまや海のなかま、犬、亀といった動物から、舟、飛行機、リボン、扇、花
まで。２０１６年４月～２０１７年８月に、全国４７都道府県を軽自動車で巡り、集め
た「誰かが折った箸袋」を写真で紹介する。

783.7 OT
大谷翔平８６のメッセージ 夢をつかむパ
ワー！ 才能が目覚める、活かせる

児玉 光雄／著 三笠書房
野球評論家の批判をよそに「二刀流」の道を貫き通し、１６０キロ超の豪速球で
並みいるバッターを次々となぎ倒す大谷翔平。スポーツ心理学者が大谷翔平が
発した言葉を紹介し、道を極める行動パターンと成功心理を読み解く。

810.4 KA
微妙におかしな日本語 ことばの結びつきの正
解・不正解

神永 暁／著 草思社
「暗雲」が垂れ込める？　立ち込める？　「暇」にあかす？　まかす？　「日本国
語大辞典」の元編集長で、辞書一筋３７年のことばの達人が、ことばの結びつき
の基本と意外な落とし穴を、実際の使用例をもとに解説する。

911.04 SH
一日の言葉、一生の言葉 旧暦でめぐる美しい
日本語

白井 明大／著 草思社
一日という小宇宙の言葉、月とともにめぐる一月の言葉、一年また一年と暮らし
ていく言葉、生きている命を肯定する一生の言葉…。折々の情景や風物にまつ
わる、様々な言葉を、文学や格言、歳時記などを引用しながら紹介する。



911.1 AI 愛×数学×短歌 横山 明日希／編著 河出書房新社
恋の為相手を測ろう頑張るも何も測れず平均代入－。数学同好会に所属する男
子と文芸部の女子。惹かれ合うふたりのストーリーとともに、Ｔｗｉｔｔｅｒに投稿され
た愛をテーマにした数学短歌を紹介する。数学の解説付き。

913.3 MU つる花の結び 源氏物語 上
紫式部／著 荻原 規子
／訳

理論社
「源氏物語」を３つの系統にわけて再構築。「つる花の結び」では、光源氏と関係
をもった中流階級の女人たちの話を中心に、原典の帖をまとめる。上は、「帚木」
「末摘花」「蓬生」「玉鬘」など９帖を収録する。

913.3 MU つる花の結び 源氏物語 下
紫式部／著 荻原 規子
／訳

理論社
「源氏物語」を３つの系統にわけて再構築。「つる花の結び」では、光源氏と関係
をもった中流階級の女人たちの話を中心に、原典の帖をまとめる。下は、「蛍」
「野分」「真木柱」「夕霧」「紅梅」など１０帖を収録する。

913.6 CH ひとつむぎの手 知念 実希人／著 新潮社
大学病院で過酷な勤務に耐える平良祐介は、医局の最高権力者・赤石教授に３
人の研修医の指導を指示される。さらに、赤石が論文データを捏造したと告発す
る怪文書が出回り、祐介は「犯人探し」を命じられ…。

913.6 FU 彼女はもどらない 降田 天／著 宝島社
ＳＮＳ上で陰湿なネットストーカーに悩まされる楓。一方、ブログで粘着してきた
ハンドルネーム〈色葉〉を攻撃する人気ブロガー〈ソラパパ〉。ネット上のふたりが
交叉するとき、事態は二転三転し、驚愕の真実が浮かび上がる！

913.6 HI ある男 平野 啓一郎／著 文芸春秋
里枝には、２歳の次男を脳腫瘍で失って、夫と別れた過去があった。長男を引き
取り、１４年ぶりに故郷に戻ったあと、「大祐」と再婚するが、「大祐」は事故で命
を落とす。さらに、衝撃の事実が…。『文学界』掲載を単行本化。

913.6 HI 沈黙のパレード 東野 圭吾／著 文芸春秋
秋祭りのパレードで起きた殺人事件の容疑者はかつて草薙が担当した少女殺
害事件で無罪となった男。だが男は証拠不十分で釈放され、堂々と遺族達の前
に現れる。超難問に突き当たった草薙は、アメリカ帰りの湯川に助けを求め…。

913.6 HO 菓子屋横丁月光荘 歌う家 ほしお さなえ／著 角川春樹事務所
家の声が聞こえる－。幼い頃から不思議な力を持つ大学院生・遠野守人。縁
あって、川越は菓子屋横丁の一角に建つ古民家で住みこみの管理人をすること
になり…。『ランティエ』連載を大幅に加筆修正し文庫化。

913.6 KA 思い出が消えないうちに 川口 俊和／著 サンマーク出版
「ばかやろう」が言えなかった娘、「幸せか？」と聞けなかった芸人、「ごめん」が
言えなかった妹、「好きだ」と言えなかった青年…。不思議な喫茶店で過去に戻
る４人の物語。「コーヒーが冷めないうちに」シリーズ。

913.6 KA 小説雲のむこう、約束の場所
新海 誠／原作 加納 新
太／著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
北海道がまだ「エゾ」と呼ばれていて、敵国の占領地だったころ－。そうだ。ぼく
たち３人は、あの夏、ここからあの塔を眺めて、小さな約束をしたんだ…。新海誠
の長編アニメーションを小説化。

913.6 KA ２．４３ 清陰高校男子バレー部 春高編 壁井 ユカコ／著 集英社
春の高校バレー開幕！　激戦の末、福井県の代表枠を勝ち取った清陰高校男
子バレー部。メンバー８人の元弱小チームが、全国の強豪校相手に堂々挑む！
『集英社ＷＥＢ文芸レンザブロー』掲載を単行本化。

913.6 KA 僕は金になる 桂 望実／著 祥伝社
「ご立派」な母ちゃんと離婚して家を出た父ちゃんは、将棋の天才の姉ちゃんに
賭け将棋をやらせて暮らしている。母ちゃんと暮らす「普通」の僕は、二人を軽蔑
しながらも羨ましくて…。ＷＥＢマガジン『コフレ』連載を単行本化。

913.6 KA
本好きの下剋上 司書になるためには手段を
選んでいられません 貴族院外伝１年生

香月 美夜／著 ＴＯブックス
司書を務める教師ソランジュは、ローゼマインが入学してからの貴族院を振り返
り…。１年間の思い出を、ヴィルフリートやハンネローレ、オルトヴィーンといった
１年生の領主候補生たちを中心に、異なる視点で描いた番外編。

913.6 KI
弁当屋さんのおもてなし 〔１〕 ほかほかごはん
と北海鮭かま

喜多 みどり／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
恋人に二股をかけられ、傷心のまま札幌に転勤したＯＬの千春は、仕事帰りに
路地裏の「くま弁」に立ち寄る。そこで内なる願いを叶える「魔法のお弁当」の作
り手・ユウと出会った千春は、凍った心が解けて行くのを感じて…。

913.6 KI
弁当屋さんのおもてなし 〔２〕 海薫るホッケフ
ライと思い出ソース

喜多 みどり／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
札幌の路地裏に佇む「くま弁」で、願いを叶えるお弁当の作り手・ユウの優しさに
触れた千春は、もっと近づきたいと思いつつ一歩を踏み出せずにいた。そんなと
き、人気の占い師がくま弁を訪れて…。北のお弁当ものがたり第２弾。

913.6 KI
弁当屋さんのおもてなし 〔３〕 ほっこり肉じゃ
がと母の味

喜多 みどり／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
札幌の路地裏に佇む「くま弁」で、願いを叶えるお弁当を作るユウと恋人同士に
なった千春だが、お互い仕事が忙しくてすれ違いの毎日。しかも、久々に帰省し
た茜は、ユウのことを気に入っていて…。北のお弁当ものがたり第３弾。

913.6 KI
じわじわ気になるほぼ１００字の小説 その先
には何が！？

北野 勇作／著 キノブックス
なんだろう、この胸さわぎ…。解決や結末のない短い物語が、君の頭を刺激す
る！　すぐに読めてたっぷり楽しめる１００字の小説１３０話を収録。Ｔｗｉｔｔｅｒ連載
の「ほぼ百字小説」を書籍化。

913.6 MO 矢上教授の午後 森谷 明子 祥伝社文庫
8月の終わりの午後、大学の研究棟の最上階で男の死体が発見される。矢上教
授が真相を追い始めるが…。万年講師の矢上教授が飄々たる推理を繰り広げ
る、ユーモアたっぷりの本格ミステリ。

913.6 MO 矢上教授の「十二支考」 森谷 明子／著 祥伝社
干支にちなむ神々に守られた街なのに、なぜ「丑」の方角にだけ神社がないのか
…。万年講師の矢上教授が飄々たる推理を繰り広げる、ユーモアたっぷりの本
格ミステリ。『小説ＮＯＮ』掲載に書下ろしを加えて書籍化。

913.6 MO 花野に眠る 秋葉図書館の四季 森谷 明子／著 東京創元社
いつでものんびりのどかな秋葉図書館の向かいの山から突然白骨死体が…。
新人司書の文子は、利用者が持ち込むふとした謎を解決しつつ、事件の真相究
明に挑むが－。本好きに捧げるやさしい図書館ミステリ。

913.6 MO れんげ野原のまんなかで 森谷 明子／著 東京創元社
のどかな図書館を訪れる人たちのささやかな謎。新人司書・文子が博覧強記な
先輩司書の助けを借りて、謎解きに挑戦する！　本好きに捧げるやさしいミステ
リ。

913.6 MO 京都烏丸御池のお祓い本舗 続 望月 麻衣／著 双葉社
１月の仕事始めの日、「城之内相談事務所」に自分の前世を知りたいという少
女・梓がやってきた。朋美たちは、梓と一緒に“いつも夢に出てくる”という清水寺
へ向かうが、梓は「何か違う」と言い…。

913.6 MO 京都烏丸御池のお祓い本舗 〔正〕 望月 麻衣／著 双葉社
会社をリストラされた木崎朋美は、ジョニー・デップさながらの弁護士・城之内隆
一と出会い、烏丸御池にある彼の弁護士事務所に勤めることに。しかし事務所
に来るのは奇妙な依頼ばかり。実は、事務所の本業はお祓いで…！？

913.6 NA ＴＡＳ特別師弟捜査員 中山 七里／著 集英社
学園一のアイドル・楓が転落死した。事故か、自殺か、事件か。クラスメートの慎
也とその従兄弟の刑事・公彦は、真相を突き止めるべく潜入捜査を開始する。
『小説すばる』連載を加筆・修正し単行本化。

913.6 SH スマホを落としただけなのに 志駕 晃／著 宝島社
麻美の彼氏の富田が落としたスマホを拾った男は、ハッカーだった。画像フォル
ダを見た男は麻美を気に入り、ＳＮＳを駆使した狡猾な罠で麻美に迫る。一方、
神奈川の山中では身元不明の女性の死体が次々と発見され…。



913.6 SH たてがみを捨てたライオンたち 白岩 玄／著 集英社
家事は得意だけど専業主夫にはなりたくない。女性にモテないけど男としては見
られたい。強くありたいから弱音を吐けない。今の時代に男らしさって必要？　男
のプライドの新しいかたちを探る物語。『小説すばる』連載を書籍化。

913.6 SH
スマホを落としただけなのに　囚われの殺人
鬼

志駕 晃／著 宝島社
神奈川県警生活安全サイバー犯罪対策課の桐野良一は、「丹沢山中連続殺人
事件」の犯人のＰＣから、死体で見つかった女の情報を探っていた。その頃、巨
額の仮想通貨流出事件が発生し…。シリーズ第２弾。

913.6 TE 大人は泣かないと思っていた 寺地 はるな／著 集英社
隣の老婆が庭のゆずを盗む現場を押さえろと父から命じられた翼。ところが、捕
らえた犯人もその目的も、まったく予想外で…。表題作をはじめ、人生が愛おしく
なる、魔法のような物語全７編を収録。『小説すばる』掲載を書籍化。

913.6 YA 緑のなかで 椰月 美智子／著 光文社
啓太は家から遠く離れた北の大地にあるＨ大学に入学する。仲間たちと青春を
謳歌する彼のもとに、母が失踪したと双子の弟、絢太から連絡が入り…。青年の
成長と苦悩を描く。『小説宝石』連載を単行本化。ほか１編も併載。

914.4 KA 方丈記
鴨 長明／著 蜂飼 耳／
訳

光文社
災厄の数々、生のはかなさ…。人間と、人間が暮らす建物を一つの軸として綴ら
れた、日本中世を代表する随筆の新訳。原典、和歌１０首、訳者のエッセイも収
録する。

916 YA
まんが少年、空を飛ぶ 特攻隊員・山崎祐則か
らの絵手紙

山崎 祐則／著 稲泉 連
／解説

偕成社
ハンモックで寝起きする毎日、さまざまな訓練のようす、初めて空を飛んだよろこ
び…。まんがが得意な少年が、戦争中の軍隊から家族にあてて書き送った手紙
をまとめた本。当時の兵隊たちの日常と青春がいきいきと浮かびあがる。

933.7 JA こうしてイギリスから熊がいなくなりました
ミック・ジャクソン／著
田内 志文／訳

東京創元社
精霊熊、罪食い熊、下水熊、市民熊…。イギリスで絶滅してしまった熊に捧げる
寓話集。皮肉とユーモアを交えて独特の筆致で描いた８つの奇妙な熊の物語
を、デイヴィッド・ロバーツのイラストとともに収録する。

953.6 HU ノートル＝ダム・ド・パリ 上
ユゴー／作 辻 昶／訳
松下 和則／訳

岩波書店
醜い鐘番カジモド、美しい踊り子エスメラルダ、陰鬱な司教補佐クロード・フロロ。
〈宿命〉によって翻弄される登場人物たちが繰り広げる感情のドラマ。１４８２年の
パリを舞台に中世の社会と民衆の風俗を生き生きと描く。

953.6 HU ノートル＝ダム・ド・パリ 下
ユゴー／作 辻 昶／訳
松下 和則／訳

岩波書店
無実の罪で死刑を宣告されたエスメラルダ。カジモドはノートル＝ダム大聖堂に
彼女をかくまい、やさしく見守る。一方、エスメラルダへの狂おしい想いに取りつ
かれたクロード・フロロは、苦悩に満ちた愛の告白をする…。


