2019年 １０月 新着図書
請求記号

書名

著者名

出版社

内容紹介

002

TA

「文系？」「理系？」に迷ったら読む本 ＡＩ時代
竹内 薫／著
の進路の選び方

ＰＨＰ研究所

文系・理系の区分けはもう意味がない。ＡＩ到来で社会が激変する１５年後の世
界で生き残るために、職業を考えるための新しい座標軸から大学・学部・学科の
選び方・対策までをわかりやすく紹介する。

019.9

HO

ネットがつながらなかったので仕方なく本を
1000冊読んで考えた

堀江 貴文

角川書店

僕の頭の中はこんなに自由だ! 2年半の刑期を科せられた堀江貴文が、刑務所
の圧倒的な強制情弱状態から脱し、ビジネスから歴史、人生についてまで、様々
な「新しい考え方」を生み出した軌跡を、厳選42冊の書評と共に綴る。

031

GE

現代用語の基礎知識学習版 ２０１９－２０２０

現代用語検定協会／
監修

自由国民社

子どもから大人まで利用できる、「学習」を目的とする現代用語集。現代社会を
理解するために欠かせない基礎知識を、国際情勢、政治・経済、情報・社会、環
境・科学、文化・スポーツの分野ごとに選定しコンパクトに解説する。

YO 学芸員になるには

横山 佐紀／著

ぺりかん社

博物館・美術館で資料の収集・調査・保存・展示・教育普及にたずさわる学芸
員。その仕事の内容、求められる力や心構え、働き方、資格の取得方法などを、
第一線で活躍する学芸員のインタビューを交えながら解説する。

113

KA

生きがいについて

神谷 美恵子／著

みすず書房

ひとたび生きがいを失ったらどう生きるか。ハンセン病患者との出会いから生ま
れた永遠のテーマ「生きがい」を考える。病や愛する人の死など苦難に見舞われ
た人の生きる喜びとは？ ６６年初版の名著に執筆当時の日記を付す。

188.4

TS

聖（セイント）〓尼さん 「クリスチャン」と「僧職
露の 団姫／著
女子」が結婚したら。

春秋社

落語家兼尼僧の著者がクリスチャンと結婚。その後、夫が発達障害の持ち主
だったとわかり…。夫婦の日常の姿を通して異宗教結婚がいかに楽しいもので
あるかを伝え、発達障害との向き合い方、その中での救いについても語る。

210.7

MA 街場の平成論

内田 樹／編 小田嶋 隆
晶文社
／著 釈 徹宗／著 他

日本の国運が「隆盛」から「衰退」へと切り替わる転換期だった平成の３０年。こ
の間に生まれた〈絶望〉と〈希望〉を、「丈夫な頭」を持つ９人の論者が、政治・社
会・宗教・自然科学などの観点から回想するアンソロジー。

288.4

JO

根っこと翼 皇后美智子さまという存在の輝き

末盛 千枝子／著

新潮社

人々の喜びとなり、結び目のような存在でありたい－。国民の幸せを祈り続け
た、皇后美智子さまのご成婚６０年の歩みと聡明でお美しい素顔を無二の親友・
末盛千枝子が綴る。『波』連載に加筆・修正し単行本化。

290.9

MI

一度死んだ僕の、車いす世界一周 Ｎｏ Ｒａｉ
ｎ，Ｎｏ Ｒａｉｎｂｏｗ

三代 達也／著

光文社

石畳地獄のヨーロッパ、尻に鞭打つ長距離列車…。世界はバリアに溢れてい
る。でもあらゆるバリアは、人の手で越えられる！ 車いすで、介助者なしのひと
り旅をした著者が、波瀾万丈の２７０日間を綴る。

310

SE

政治と経済のしくみがわかるおとな事典 新版 池上 彰／監修

講談社

国会、経済活動、年金・保険、資源と環境…。ニュース解説の達人・池上彰が、
大人として知っておきたい政治・経済・世界のしくみの基礎の基礎を、１テーマ、
見開き完結型のイラスト図解でわかりやすく解説する。

ぺりかん社

消火・救急・救助の現場で活躍する隊員のほか、調査や予防などで尽力する消
防官の姿を紹介。それぞれの持ち場で市民の安全と財産を守る仕事の実際と、
適性・心構え、採用試験といった「なり方」を解説する。

晶文社

「巻き込む力」こそが、地域を救う！ リーダーはいかにして住民や行政を動かし
たのか。富山県高岡市、島根県松江市などの地域再生の現場を取り上げ、ふる
さとが「稼ぐまち」に変わる１６の方法を紹介する。

069.3

317.7

MA 消防官になるには

益田 美樹／著

318.6

DE

現場発！ニッポン再興 ふるさとが「稼ぐまち」
出町 譲／著
に変わる１６の方法

332.1

AT

日本人の勝算 人口減少×高齢化×資本主
義

332.1

SA

里山資本主義 日本経済は「安心の原理」で動 藻谷 浩介／著 ＮＨＫ広
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
く
島取材班／著

休眠資産を再利用することで、原価０円からの経済再生、コミュニティー復活を
果たす「里山資本主義」。安全保障と地域経済の自立をもたらし、不安・不満・不
信のスパイラルを超えるバックアップシステムを提言する。

334.31

KA

未来の地図帳 人口減少日本で各地に起きる
河合 雅司
こと

講談社現代新書

人口減少が進む日本。これからいよいよ地域差が際立ち、このまま47都道府県
を維持することは難しくなってくる。人口減少社会の実情を明らかにし、厳しい未
来を変えるために、私たちが成し遂げるべきことを提案する。

338.1

IK

証券・保険業界で働く

ぺりかん社

経済や社会の動きを注視しながら必要な情報を収集し、日本経済において大き
な役割を担う、証券・保険業界。その仕事を現場で活躍する人のドキュメントと共
に紹介し、なり方を具体的に解説。「なるにはフローチャート」も掲載。

367.9

NI

日本と世界のＬＧＢＴの現状と課題 ＳＯＧＩと人
ＬＧＢＴ法連合会／編
権を考える

かもがわ出版

「ＳＯＧＩ＝性的指向・性自認」をどう考えるか。世界のＳＯＧＩと日本のＳＯＧＩのい
まを示し、日本に求められる立法その他の課題を提示する。２０１８年４月に開催
されたシンポジウムにおける報告・討論をもとに加筆修正。

367.9

KA

大人になる前に知る命のこと 心と体の変化・
加納 尚美／編著
思春期・自分らしく生きる

ぺりかん社

１０代が直面する心・身体・性の悩み。助産師などの専門家が、命の尊さ、性の
本当のこと、性の多様性（ＬＧＢＴ）を尊重し、自分らしく生きることの大切さを伝え
る。

376.3

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー Ｔ
BR ｈｅ Ｒｅａｌ Ｂｒｉｔｉｓｈ Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ Ｓｃｈｏｏｌ Ｄ ブレイディみかこ／著
ａｙｓ

新潮社

優等生の「ぼく」が通い始めたのは、人種も貧富もごちゃまぜの「元・底辺中学
校」。世界の縮図のような日常を、思春期真っ只中の「ぼく」と著者である母は、
ともに考え悩み乗り越え…。傑作エッセイ。『波』連載を書籍化。

376.8

MO 外国語学部 中高生のための学部選びガイド 元木 裕／著

ぺりかん社

外国語学部をめざす人のための学部案内。外国語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

OT

経営学部・商学部 中高生のための学部選び
大岳 美帆／著
ガイド

ぺりかん社

経営学部・商学部をめざす人のための学部案内。経営学部・商学部で学ぶこと
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

SA

栄養学部 中高生のための学部選びガイド

佐藤 成美／著

ぺりかん社

栄養学部をめざす人のための学部案内。栄養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

SA

獣医学部 中高生のための学部選びガイド

斉藤 智／著

ぺりかん社

獣医学部をめざす人のための学部案内。獣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。

デービッド・アトキンソン
東洋経済新報社
／著

生島 典子／著

「日本人の優秀さ」こそ、この国の宝だ－。在日３０年、日本を愛する伝説のアナ
リストが、日本経済に関する外国人エコノミストの論文等の分析結果から人口減
少・高齢化の影響を検証し、日本人の未来を示す。

MO 科学的とはどういう意味か

森 博嗣／著

幻冬舎

数式に拒絶反応を示す「科学的無知」、理屈はいいから結論だけ言って！という
ような「思考停止」ほど危険なものはない。横行する非科学に騙されないための
科学的思考法を、理系人気作家が指南する。

481.7

IN

稲垣 栄洋／著

草思社

生きものたちは、晩年をどう生き、どのようにこの世を去るのか。子に身を捧ぐハ
サミムシ、海と陸の危険に満ちた一生をおくるウミガメ…。生命の最後の輝きを
描く、哀切と感動の２９話を収録。生きものイラストも掲載する。

490.1

SH 私は、看取り士。 わがままな最期を支えます 柴田 久美子／著

佼成出版社

人生の最期に寄り添い、旅立ちを見送る「看取り士」の著者が、これまで出会っ
た「幸（高）齢者」や、余命を宣告された人びととその家族とのふれあいを紹介す
る。鎌田実との対談も収録。

498.02

KI

医療の選択

桐野 高明／著

岩波書店

より良い医療を維持発展させていくために求められる条件とは何か。日本の医
療が直面する問題について、医療費、国民皆保険制度、超高齢社会、薬剤、治
療法など、さまざまな角度から論点を示し、その選択の道を考察する。

498.1

IW

臨床工学技士になるには

岩間 靖典／著

ぺりかん社

医師の指示のもとで、生命維持装置の操作や、保守・点検をするなど、高度な知
識と技術で活躍する医療機器のスペシャリスト「臨床工学技士」。その仕事の実
際と、なるための道のりを紹介する。

518.5

TA

ゴミ清掃員の日常

滝沢 秀一／原作・構成
講談社
滝沢 友紀／まんが

読むと分別したくなる－。ゴミ清掃芸人のおもしろくて、ためになるゴミの知識と、
何気ない日々の小さな幸せを、その妻が描いたエッセイまんが。『コミックＤＡＹ
Ｓ』掲載に描き下ろしの漫画＆コラムを加える。

726.1

MI

ドラゴン桜２ 東大合格請負漫画 ６

三田 紀房／著

講談社

「生まれてすみません」。聞き覚えのあるフレーズは、新任国語教師・太宰府治
先生の決め台詞。全教科の成績が軒並みアップする「読解力」を鍛える方法を
余すことなく伝授してくれます。カリスマ国語教師・林修先生も本人として登場す
る国語集中巻!

726.1

SU ちはやふる ４２

末次 由紀／著

講談社

クイーン戦へむけ、近江神宮へ降り立った千早。緊張を増す中、新に出会って気
持ちがほぐれる。前夜祭を終えて部屋に戻った千早に待ち受けていた、まさかの
アクシデントとは――!?

726.6

SA

佐野 洋子作・絵

講談社

100万回も生まれ変わりを繰り返す猫の物語。猫の成長を通して愛や命につい
て考えさせてくれる名作。

783.4

DO ラグビーの戦い方 キック戦術の実践

土井 崇司／著

ベースボール・マガジン
社

現代ラグビーの重要なテーマのひとつである「キック」。キックの目的から、陣地
を進めるキック戦術、カウンターアタックまでを取り上げ、数々の戦術をマルチア
ングルな３Ｄ図で徹底解説する。

913.6

AO

浜村渚の計算ノート ９さつめ 恋人たちの必勝
青柳 碧人／著
法

講談社

テロの首謀者が人質を取って立てこもった。人質を救うためにルーレットゲーム
で必ず勝つには？ 数学少女・浜村渚の意外な答えとは！ 全４篇を収録した数
学ミステリ。『ＩＮ★ＰＯＣＫＥＴ』掲載に書き下ろしを加えて書籍化。

913.6

AS

落花狼藉

朝井 まかて／著

双葉社

江戸時代初期。葦の生う辺地に徳川幕府公認の傾城町、吉原が誕生した。遊女
屋の女将・花仍は傾城商いの酷と華に惑い、翻弄されながらも、やがて町の大
事業に乗り出す－。『小説推理』連載に加筆・修正し単行本化。

913.6

AY

森があふれる

彩瀬 まる／著

河出書房新社

作家・埜渡徹也の妻・琉生は、突然、大量の植物の種を飲み、倒れる。翌日、彼
女の毛穴から皮膚を突き破って出てきた芽は、やがて森となって街をも浸食しは
じめ…。現実を凌駕する長編小説。『文芸』掲載を改稿し単行本化。

913.6

CH 魔弾の射手

知念 実希人／著

新潮社

医療ミスで廃院となった病院で看護師が転落死する。自殺が有力視される中、
娘の由梨だけはそれを頑なに否定。天医会総合病院の副院長・鷹央は、「呪い
の病院」の謎を解くことを決意。死体に痕跡が残らない「魔弾」の正体とは？

913.6

CH ムゲンのｉ 上

知念 実希人／著

双葉社

眠りから醒めない謎の病気・イレスの患者を抱えた愛衣は、魂の救済〈マブイグ
ミ〉をするしかないと知る。愛衣は霊能力者の祖母から受け継いだ力で、マブイ
グミに挑む－。Ｗｅｂ文芸マガジン『ＣＯＬＯＲＦＵＬ』連載を書籍化。

913.6

CH ムゲンのｉ 下

知念 実希人／著

双葉社

次々とマブイグミを成功させる愛衣は、患者のトラウマが頻発する猟奇殺人と関
係があることに気付く。その事件は２３年前の少年Ｘによる通り魔殺人とも繋がっ
ていて－。Ｗｅｂ文芸マガジン『ＣＯＬＯＲＦＵＬ』連載を書籍化。

913.6

DO 水辺のブッダ

ドリアン助川／著

小学館

川辺で生きるホームレスの望太と、都会の闇に溺れゆく孤独な少女・絵里。絶望
と希望。死とエロス…。世の中の片隅で懸命に生きるふたりの、人生の再構築を
描いた長篇小説。『本の窓』連載を書籍化。

913.6

HA 店長がバカすぎて

早見 和真／著

角川春樹事務所

谷原京子、契約社員、時給９９８円。店長が、小説家が、弊社の社長が、営業が
バカすぎて「マジ辞めてやる！」 でも、でも…。本を愛する書店員の物語。『ラン
ティエ』連載を加筆し書籍化。

913.6

IN

コイコワレ

乾 ルカ／著

中央公論新社

太平洋戦争末期、東京から東北へ集団疎開してきた小学生たち。青い目を持つ
少女・清子と、捨て子で疎開先の寺の養女・リツはお互いを嫌悪するが…。競作
企画「螺旋プロジェクト」の昭和前期編。『小説ＢＯＣ』連載を単行本化。

913.6

KA

某

川上 弘美／著

幻冬舎

名前も記憶もお金も持たない某は、丹羽ハルカ（１６歳）に擬態することに決め
た。変遷し続ける〈誰でもない者〉はついに仲間に出会う－。愛と未来をめぐる長
編。『小説幻冬』連載に加筆・修正。

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 第４部〔８〕 貴族院の自
称図書委員 ８

香月 美夜／著

ＴＯブックス

貴族院２年生を終え、ローゼマインは領地での生活に戻る。一見穏やかな日々
だが、フェルディナンドの様子がおかしい。エーレンフェストの未来を賭けた、フェ
ルディナンドの選択とは？ 短編２本、描き下ろし４コマ漫画も収録。

913.6

KI

運転者 未来を変える過去からの使者

喜多川 泰／著

ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

なんで俺ばっかりこんな目に合うんだよ－。思わず独り言を言った、そのときだ。
ふと目の前に、タクシーが近づいてくるのに気づき…。運が劇的に変わる時、場
というものが、人生にはある。運を転ずる者からのメッセージ。

913.6

KO みかんとひよどり

近藤 史恵／著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

山で遭難したシェフの潮田を助けてくれたのは、無愛想な猟師・大高だった。潮
田は、大高の仕留めた獲物を店で出せるよう交渉するが－。ジビエを通して繋
がるふたりの成長物語。『文芸カドカワ』連載を単行本化。

913.6

KU 老父よ、帰れ

久坂部 羊／著

朝日新聞出版

老人ホームから認知症の父を自宅に引き取った、４５歳の好太郎。父の介護に
懸命に取り組むが…。高齢者医療を知る医師でもある著者が、家族の悲喜劇を
描く。『小説トリッパー』連載を改題、加筆修正して書籍化。

913.6

MI

湊 かなえ／著

角川春樹事務所

新人脚本家の甲斐千尋は、新進気鋭の映画監督・長谷部香から、新作の相談
を受けた。香は１５年前に起きた、判決も確定している「笹塚町一家殺害事件」を
手がけたいというが…。絶望の淵を見た人々の祈りと再生の物語。

401

生き物の死にざま

100万回生きたねこ

落日

913.6

MO

京都寺町三条のホームズ １２ 祗園探偵の事
望月 麻衣／著
件手帖

双葉社

清貴は、最後の修業先である「小松探偵事務所」で働き始めた。相棒はなんと円
生！ 最初の依頼は「私を殺した人物を知りたい」という奇妙なものだった。同じ
頃、祇園では舞妓へのストーカーと幽霊騒動が起きており…。

913.6

MO

わが家は祇園（まち）の拝み屋さん １１ めぐる
望月 麻衣／著
因果と紐解かれる謎

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

東京と京都に分かれたチームＯＧＭは、厄神が東京に放たれることを防ぐため
に奔走する。小春は、若宮が不思議な少年千歳の側にいることを知り不安を覚
える。一方、京都では和人らが事件の重要な真実に迫りつつあって…。

913.6

NA 怪談５分間の恐怖 たたられる本

中村 まさみ／著

金の星社

日本全国で怪談を語る人気怪談師の著者が体験し、直接見聞きした話をまとめ
た怪談短編集。「背中の火花」「ふみ切りのよっちゃん」「きーたーよ～」など、１
話５分以内で読み切れる実話怪談全２５編を収録する。

913.6

NA 怪談５分間の恐怖 立入禁止

中村 まさみ／著

金の星社

日本全国で怪談を語る人気怪談師の著者が体験し、直接見聞きした話をまとめ
た怪談短編集。「こだま」「鳥居の道」「床を鳴らす者」など、１話５分以内で読み
切れる実話怪談全２８編を収録する。

913.6

NA 怪談５分間の恐怖 ひとり増えてる…

中村 まさみ／著

金の星社

日本全国で怪談を語る人気怪談師の著者が体験し、直接見聞きした話をまとめ
た怪談短編集。「真っ赤な百日紅」「トヨの塚」「妖怪おとろし」など、１話５分以内
で読み切れる実話怪談全３３編を収録する。

913.6

NA 怪談５分間の恐怖 マネキン人形

中村 まさみ／著

金の星社

日本全国で怪談を語る人気怪談師の著者が体験し、直接見聞きした話をまとめ
た怪談短編集。「登山者」「真夜中の公衆電話」「お守り」など、１話５分以内で読
み切れる実話怪談全２５編を収録する。

913.6

NA 怪談５分間の恐怖 霊を呼ぶ本

中村 まさみ／著

金の星社

日本全国で怪談を語る人気怪談師の著者が体験し、直接見聞きした話をまとめ
た怪談短編集。「ゲームに映る顔」「廃屋の少女」「不思議な家」など、１話５分以
内で読み切れる実話怪談全２３編を収録する。

913.6

NA 怪談５分間の恐怖 集合写真

中村 まさみ／著

金の星社

日本全国で怪談を語る人気怪談師の著者が直接見聞きした話をまとめた怪談
短編集。「海から付いてきたもの」「厳重事故物件」「集合写真」など、１話５分以
内で読み切れる実話怪談全３５編を収録する。

913.6

NA 怪談５分間の恐怖 人形の家

中村 まさみ／著

金の星社

日本全国で怪談を語る人気怪談師の著者が直接見聞きした話をまとめた怪談
短編集。「たたみ」「真冬の海岸」「必ず転ぶトイレ」「人形の家」など、１話５分以
内で読み切れる実話怪談全３３編を収録する。

913.6

NA 怪談５分間の恐怖 病院裏の葬り塚

中村 まさみ／著

金の星社

日本全国で怪談を語る人気怪談師の著者が直接見聞きした話をまとめた怪談
短編集。「深夜の訪問者」「人形に宿る思い」「病院裏の葬り塚」など、１話５分以
内で読み切れる実話怪談全３５編を収録する。

913.6

NA 怪談５分間の恐怖 また、いる…

中村 まさみ／著

金の星社

日本全国で怪談を語る人気怪談師の著者が直接見聞きした話をまとめた怪談
短編集。「安いアパート」「トイレを囲む者」「また、いる…」など、１話５分以内で読
み切れる実話怪談全３０編を収録する。

913.6

NA 怪談５分間の恐怖 見てはいけない本

中村 まさみ／著

金の星社

日本全国で怪談を語る人気怪談師の著者が直接見聞きした話をまとめた怪談
短編集。「あるホテルのできごと」「お化けトンネル」「見てはいけない本」など、１
話５分以内で読み切れる実話怪談全３５編を収録する。

913.6

NI

西尾 維新／著

講談社

名探偵一家のサポートに徹するぼくだけれど、ある日強烈な「首吊り死体」を発
見し、連続殺人事件を追うことに。被疑者は怪人・ヴェールドマン。布（ヴェール）
に異様な執着を示す犯罪スタイルからそう呼ばれているのだが…。

913.6

OG 川っぺりムコリッタ

荻上 直子／著

講談社

刑務所を出て、ひっそり生きていくつもりで住み始めた古びた木造アパート。出
会ったのは訳ありな大家と、世の中から落第した隣人たちだった－。“ひとり”が
当たり前になった時代に、静かに寄り添って生き抜く人々の物語。

913.6

SE

瀬名 秀明／著 手塚 治
誠文堂新光社
虫／原作

瀬名秀明の書き下ろし小説で「ブラック・ジャック」が蘇る！ 「医療ロボット」「ｉＰ
Ｓ細胞」「終末期医療」などの現代医療、さらにはそれを飛び越え近未来をも予
感させるテーマで、ブラック・ジャックの活躍を描く。

913.6

SH プラスチックの祈り

白石 一文／著

朝日新聞出版

妻の死を境に、酒浸りの生活を送る作家、姫野の身体がある日、プラスチック化
し、脱落し始める。天罰だと直感した姫野は、過去を探す壮大な旅に出るが…。
『週刊朝日』『小説トリッパー』掲載を単行本化。

913.6

TO 無実の君が裁かれる理由

友井 羊／著

祥伝社

突然、同級生へのストーカー行為を告発された大学生の牟田幸司。身に覚えは
ないが、“証拠”を盾に周囲は犯人扱いする。追い詰められた幸司を救ったのは
…。『小説ＮＯＮ』掲載に書き下ろしを加えて単行本化。

913.6

YO 雨に消えた向日葵

吉川 英梨／著

幻冬舎

坂戸市の小５の少女・葵が失踪。誘拐か、家出か、事故か。葵が男につきまとわ
れたという姉の供述を受け、捜査一課の奈良も坂戸市に急行する。情報が錯綜
し、家族が焦燥に駆られるなか、執念の捜査で真相に迫っていく－。

ヴェールドマン仮説

小説ブラック・ジャック

