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002.7

NU はじめての研究レポート作成術

沼崎 一郎／著

岩波書店

研究への取り組み方から、コピペ不要の文章の組みたて方の技術までを網羅し
た、研究レポート作成のための入門書。インターネットと図書館を使って入手でき
る資料を用いた作成術を解説する。

007.13

AR AI vs.教科書が読めない子どもたち

新井 紀子

東洋経済新報社

気鋭の数学者がAIの誤解や限界を示す一方で、大規模な調査の結果わかった
日本人の読解力の低下を指摘。AI化が進んだ未来の行き着く先の最悪のシナリ
オと教育への提言を導き出す。

016.2

WA

わたしは１０歳、本を知らずに育ったの。 アジ
アの子どもたちに届けられた２７万冊の本

シャンティ国際ボランティア会／
編 鈴木 晶子／著 山本 英里／
著 三宅 隆史／著

合同出版

小学校に通えない、図書館がない、読み書きができない…。アジアの「本を知ら
ない」子どもたちのために、シャンティ国際ボランティア会が長年にわたりアジア
各国で行っている、図書館づくりや翻訳絵本を届ける活動を紹介する。

104

NO

子どもの難問 哲学者の先生、教えてくださ
い！

野矢 茂樹／編著

中央公論新社

ぼくはいつ大人になるの？ 過去はどこに行っちゃったの？ えらい人とえらくな
い人がいるの？ 子どもが発する哲学的な問いに哲学者たちが答える。『Ｄｒｅａ
ｍ Ｎａｖｉ』連載に、編著者のコメントを加えて単行本化。

114.2

NI

人間と機械のあいだ

池上 高志著，石黒 浩
著

講談社

爆発的な技術進化の時代、「明日」はどうなっているのだろう? 人工生命とアンド
ロイド、それぞれの第一人者同士が、むき出しの機械に生命性を与える「機械人
間オルタ」開発の全貌について白熱の議論を交わす。

159

NA 理系脳で考える ＡＩ時代に生き残る人の条件 成毛 真／著

朝日新聞出版

２０３０年、４９％が職を失うというＡＩ時代を生き残るには、理系脳であるかどうか
にかかっている。「文系出身で…」と自信がない人でも簡単に身につく、サバイバ
ルのための発想法を紹介する。

210

HA 歴史に「何を」学ぶのか

半藤 一利／著

筑摩書房

天皇はなぜ退位を望んだのか。戦前の昭和史と現代、何が似ているのか－。昭
和史の大家が、「いま」を考えるために歴史へアプローチし、歴史を知ることの面
白さと大切さを伝える。

301

OG 哲学の最新キーワードを読む

小川 仁志著

講談社現代新書

ポスト・グローバル化が進行する新時代を生き抜くために、最低限おさえるべき
思想とは。感情の知、モノの知、テクノロジーの知、共同性の知という4つの知を
多項式のように接続して、新しい公共哲学を模索する。

301

SA

世界の見方が変わる５０の概念

斎藤 孝／著

草思社

パノプティコン、野生の思考、身体知、マネジメント…。使える専門用語から、哲
学用語、各種理論まで、難しそうに見えるいわゆる「概念」を分かりやすく解説
し、人生や社会の中でどう生かすかを教える。

304

OM

日本の論点 Ｇｌｏｂａｌ Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ ａｎｄ Ｓｔｒ
大前 研一／著
ａｔｅｇｉｃ Ｔｈｉｎｋｉｎｇ ２０１８～１９

プレジデント社

安倍一強「忖度政治」の行く末、デジタル化の破壊による産業の突然死、世界で
加速するキャッシュレス革命…。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。

329.6

HI

図説東京裁判

平塚 柾緒／著 太平洋
河出書房新社
戦争研究会／編

東京裁判から７０年。Ａ級戦犯はなぜ、どのように裁かれたのか。「日本軍の犯
罪」「軍国主義」「満州国」「南京虐殺」「自衛権」「連合軍の弱みと誤解」など様々
な論争とドラマが繰り広げられた極東国際軍事裁判の全貌に迫る。

330.5

KE

経済財政白書 平成２９年版 技術革新と働き
方改革がもたらす新たな成長

内閣府／編集

今後の経済動向の判断や、新たな政策の企画・立案に役立つよう、日本の経済
と財政を総合的に分析する白書の縮刷版。平成２９年版では、働き方改革や技
全国官報販売協同組合（発売）
術革新が経済や国民生活に及ぼし得る影響等を論じる。

367.3

UN ウンコのおじさん 子育て指南書

宮台 真司／著 岡崎 勝
ジャパンマシニスト社
／著 尹 雄大／著

いま、男親の出来ること、やるべきこととは－。男親の価値・役割・意味の謎を解
き、どう行動するべきかを語る。「ウンコのおじさん」宮台真司が、２人の“お仲
間”とともにつくりあげた連続親業講座をもとに書籍化。

369.2

SH 障害者白書 平成２９年版

内閣府／編集

勝美印刷（印刷）

平成２８年度を中心に日本の障害者施策全体の概況を紹介する白書。相模原
市の障害者支援施設における事件の検証および再発防止の取組とともに、共
生社会の実現に向けた課題に関する国民の理解促進のための啓発等を記す。

373.4

OU 奨学金が日本を滅ぼす

大内 裕和著

朝日新書

いまや大学生の半数以上が奨学金を借りている。多い人は600万円もの借金を
抱え、卒業後に返済で困窮する。授業料が高く親世代の収入が減ったため、子
世代は奨学金とバイトが頼みの綱。奨学金問題の本質と解決策に初めて迫る。

373.4

YA

安田 賢治著

祥伝社新書

奨学金の返済が滞って子だけでなく親も連鎖して自己破産に至るケース、中高
私立進学や塾などで高額な教育費がかかるケース…。教育費貧乏に陥る中流
家庭の親たちの実情を紹介し、教育にどう立ち向かうべきかを考える。

375.8

TO 英語教育の危機

鳥飼 玖美子著

ちくま新書

中学校・高校の英語の授業で日本語が使用禁止!? 小学校で「英語」が始まって
も、教えられる先生がいない! 第一人者が、2020年施行の新学習指導要領によ
る英語教育改悪について検証し、英語教育を問いなおす。

376.8

WA 高１からの進路教室 改訂版

渡邉 洋一／著

幻冬舎（発売）

偏差値やブランドだけで学校を選んではいけない。どの学校にも「いちばん」が
ある。自分の将来を見据えた、大学・短大・専門学校・その他教育機関の選び方
を紹介する。

377.2

KI

大学大倒産時代

木村 誠著

朝日新書

受験人口の減少と地方の衰退により、大学は激変期に突入! 東大・京大など旧
帝大系で格差が拡大し、早慶・関関同立など都会の有力校でも、生き残り競争
がさらに熾烈に。最新データを徹底分析し、大学の運命を明らかにする。

410.4

YU

数学ガールの秘密ノート ベクトルの真実

結城 浩／著

ＳＢクリエイティブ

加速度と力、ベクトルの現れ。平行と回転、ベクトルの動き…。ベクトル探しに出
かけよう。「僕」と３人の少女が、楽しい数学トークを繰り広げながら、ベクトルの
真の姿に迫る。Ｗｅｂサイト『ケイクス』連載の書籍化、第６弾。

410.4

YU

数学ガールの秘密ノート やさしい統計

結城 浩／著

ＳＢクリエイティブ

テストの結果、平均と分散、二項分布…。「偏差値」って、こういう意味だったの？
「僕」と３人の少女が、楽しい数学トークを繰り広げながら、統計の謎を解き明か
す。Ｗｅｂサイト『ケイクス』連載の書籍化、第８弾。

410.4

YU

数学ガールの秘密ノート 積分を見つめて

結城 浩／著

ＳＢクリエイティブ

原始関数、和の形、円の面積…。「積分は微分の逆演算」って、こういう意味だっ
たの？ 「僕」と３人の少女が、楽しい数学トークを繰り広げながら、積分の謎を
解き明かす。Ｗｅｂサイト『ケイクス』連載の書籍化、第９弾。

421.2

MA

時間とはなんだろう 最新物理学で探る「時」の
松浦 壮／著
正体

講談社

なぜ「時間」が存在するのか？ 時間はいつ生まれたのか？ 時間は逆方向に
は進まないのか？ 本当に時間は「流れて」いるのか…？ 最新物理学で、美し
く壮大な「時間」の正体を探る。

教育費破産

450

CH 地球４６億年の秘密がわかる本 決定版

地球科学研究倶楽部
／編

学研プラス

宇宙はどのようにして無から出現した？ 地面の下はどうなっている？ 生物が
生じるきっかけは？ 地球４６億年のあゆみを紹介し、海と大地、生物進化、気
象と環境の秘密について解説する。地球の神秘が生んだ絶景も紹介。

450

SH 宮沢賢治の地学教室

柴山 元彦／著

創元社

地学の先生でもあった宮沢賢治の作品には、地学的なテーマや表現がふんだ
んに盛り込まれています。それを引用し、森の学校のケンジ先生と動物の生徒
たちとの会話形式で、高校地学の基礎を解説します。カラー図版も豊富に収録。

480.4

NU 図解なんかへんな生きもの

ぬまがさ ワタリ／絵・文 光文社

キュートでシビアな生きものワールド！ ふわふわ不死身のベニクラゲ、秋を告
げる肉食処刑人モズなど、沢山の生きものを図解する。「ぬまがさ」名義のツイッ
ターやブログで公表した「生きもの図解」シリーズを書籍化。

486.4

MA バッタを倒しにアフリカへ

前野ウルド浩太郎／著 光文社

人類を救うため、そして「バッタに食べられたい」という自身の夢を叶えるために
－。昆虫学者である著者が、バッタ被害を食い止めるため単身サハラ砂漠に乗
り込み、バッタと大人の事情を相手に繰り広げた死闘の日々を綴る。

487.5

ID

井田 斉／著

約４００年生きるニシオンデンザメや、奄美大島沖の海底でミステリーサークルを
作るアマミホシゾラフグ、ウツボに化けるシモフリタナバタウオなど、魚たちのさま
ざまな生存戦略や、知られざる生態を紹介する。

491.3

ON 女と男 ~最新科学が解き明かす「性」の謎~

NHKスペシャル取材班
角川文庫
編

NHK傑作ドキュメンタリー番組を文庫化!！人間の基本中の基本である、「女と
男」――。それは未知なる不思議に満ちた世界だった。女と男はどのように違
い、なぜ惹かれあうのか? 女と男の不思議を紐解くサイエンスノンフィクション。

491.3

WA 脳の意識 機械の意識

渡辺 正峰著

中公新書

科学者や哲学者を悩ませる「意識の問題」とは? 人工的に意識を作りだせるの
か? 現代科学のホットトピックであり続ける意識研究の最前線から、気鋭の脳神
経科学者が、人間と機械の関係が変わる未来を描きだす。

491.3

SA

睡眠の科学 なぜ眠るのかなぜ目覚めるのか
桜井 武／著
改訂新版

講談社

いまだ謎だらけの睡眠。睡眠研究をリードする著者が、睡眠と身体や脳の機能と
の関わり、睡眠が果たす役割、睡眠を引き起こすメカニズムを解説する。最新知
見をもとに内容を改訂。

521.8

NI

日本の城事典 戦国の山城から近世城郭まで
千田 嘉博／監修
史跡巡りを深く楽しむ

ナツメ社

草木に埋もれた戦国時代の古城から、華麗な天守がそびえる近世城郭まで、城
歩きに役立つポイントを写真やイラストとともにわかりやすく解説する。訪ねたら
わくわくするオススメの城も、テーマ別に紹介する。

610.1

NO

農学が世界を救う！ 食料・生命・環境をめぐ
る科学の挑戦

生源寺 真一／編著 太
田 寛行／編著 安田 弘 岩波書店
法／編著

人びとのくらしを豊かにし、自然環境を保全し、生き物たちとの共生を目指す－。
自然科学や人文社会科学の成果も活用して、食料・生命・環境のいろいろな問
題に挑戦する「農学」の可能性と魅力を紹介する。

675

NA

１００円のコーラを１０００円で売る方法 〔１〕
マーケティングがわかる１０の物語

永井 孝尚／著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

新人商品プランナー・宮前久美が挑んだのは、「Ａｐｐｌｅにできて日本企業にはで
きない壁」だった。彼女は日本が抱える問題「高品質・多機能。でも低収益」から
脱却できるのか。１０の物語でつかむＭＢＡマーケティング戦略。

魚はすごい

小学館

699.6

MU 放送作家という生き方

村上 卓史／著

イースト・プレス

もう、謎の職業なんて言わせない！ 放送作家生活３０年超のベテランが、企画
書出しやテロップ作成など具体的な仕事内容から、放送作家ならではの魅力、
年収、恋愛事情、放送作家になるための心得までを徹底紹介する。

726.1

SU ちはやふる ３６

末次 由紀／著

講談社

挑戦者たちの闘志がぶつかる名人・クイーン戦予選。千早が挑む、強豪・富士
崎高校の山城理音との準決勝は、クイーン戦を賭けた極限の“感じ”勝負――!

780.6

KI

北岡 哲子／著 日経テ
６８個の五輪記録を生んだ旧国立競技場の走路の「土」、競泳を変えた水着の
スポーツをテクノロジーする トップアスリートの
技術…。スポーツにおけるテクノロジーの役割を綴る。『日経テクノロジーオンラ
クノロジーオンライン／ 日経ＢＰマーケティング（発売）
記録を引き出した技術の力
イン』『日本経済新聞電子版』掲載を書籍化。
編集

796.02

FU

天才藤井聡太

中村 徹／著 松本 博文
文芸春秋
／著

「ここに歩を打たないと勝ちがないから」 天然パーマで乳歯が抜けていた小学１
年生が、こう言い放った…。師匠が、若手棋士たちが、王者らが語る、史上最強
中学生棋士・藤井聡太の素顔。貴重なカラー写真も満載。

796.02

KA

天才棋士加藤一二三挑み続ける人生

加藤 一二三／著

日本実業出版社

６３年間に渡り「挑戦」を続けてきたレジェンド棋士・加藤一二三。棋士生活の最
後を飾った対局をはじめ、印象深い対局や棋士にも触れながら、勝負、人生、家
族について語り尽くす。ジャケット裏にも写真あり。

810

SA

国語は語彙力！ 受験に勝つ言葉の増やし方 斎藤 孝／著

ＰＨＰ研究所

言葉の意味を知らずに、問題は解けない！ 国語が苦手な中学生・高校生に向
け、小説や新聞の活用法などにも触れつつ、語彙力をふやすコツを紹介する。
覚えておきたい四字熟語や慣用句も収録。

913.6

AB パドルの子

虻川 枕／著

ポプラ社

中２の水野耕太郎は、旧校舎の屋上に広がる水たまりを見つける。そこで泳い
でいたのは、水泳部の水原だった。ひとつずつ世界を変えていく２人。ある瞬間、
水原が見せた涙の理由を探した水野は、思いもよらない真実に気づき…。

913.6

AN 満月の娘たち

安東 みきえ／著

講談社

標準的見た目の中学生のあたしと、オカルトマニアで女子力の高い美月ちゃん
は、保育園からの幼なじみ。ある日、美月ちゃんの頼みでクラスで人気の男子、
日比野を誘い、３人で近所の幽霊屋敷へ肝試しに行くことに…。

913.6

AO 伊賀の残光

青山 文平著

新潮文庫

老いてなお、命を懸けねばならぬ時がある。裏の隠密御用、大金を手に殺され
た友、危険な火縄の匂い。一刀流の極意を身に秘めた武士が江戸の闇に鯉口
を切る! 懸命にもがき生きる人々を描く傑作時代小説。

913.6

AS

さいとう市立さいとう高校野球部 〔２〕 甲子園
あさの あつこ／著
でエースしちゃいました

講談社

温泉好きの山田優作は野球部のエース。１年生だった去年の地区予選は監督
不在のなか、準決勝まで勝ち進んだ。そして今年、復帰した監督とともに活動し
てきた野球部は、甲子園大会出場を決め…。『小説現代』掲載を単行本化。

913.6

AS

さいとう市立さいとう高校野球部 〔３〕 おれが
あさの あつこ／著
先輩？

講談社

勇作と一良は幼馴染の最強バッテリーで甲子園出場を目指すが、さいとう市立
さいとう高校野球部には難題が山積。強豪中学出身の部員が入部して、はじめ
て一良以外とバッテリーを組んだ勇作は…。『メフィスト』連載を単行本化。

913.6

ES

ＳＮＳ炎上

ＮＨＫ「オトナヘノベル」制作班／
編 長江 優子／著 如月 かずさ
／著 鎌倉 ましろ／著

金の星社

「カップル動画」「ネット炎上」をテーマにした、１０代の“リアル”な悩みにこたえる
ストーリーを３話収録。ＮＨＫ Ｅテレ「オトナヘノベル」番組内のドラマのもとに
なった小説を再編集。

913.6

FU

武曲（むこく）

藤沢 周／著

文芸春秋

融はヒップホップに夢中の高校２年生。友人に剣道場に引っ張られ、渋々竹刀を
握った融の姿に、コーチの研吾は「殺人刀」の遣い手と懼れられた父・将造と同
じ天性の剣士を見た…。新感覚武道小説。

913.6

GO ５分間で心にしみるストーリー

エブリスタ／編

河出書房新社

５分で心を動かす超短編小説をテーマごとにまとめたシリーズ。「リング」「記憶
銀行」など、短く、深い、思わず考えさせられる８作を収録。小説投稿サイト『エブ
リスタ』掲載に加筆・修正して書籍化。

913.6

GO ５分後に後味の悪いラスト

エブリスタ／編

河出書房新社

５分で心を動かす超短編小説をテーマごとにまとめたシリーズ。「暇つぶし」「チェ
シャねこ」など、最悪なラストを迎える短編全１３編を収録。小説投稿サイト『エブ
リスタ』掲載に加筆・修正して書籍化。

913.6

GO ５分後に感動のラスト

エブリスタ／編

河出書房新社

５分で心を動かす超短編小説をテーマごとにまとめたシリーズ。「ぼくが欲しかっ
たもの。」「ずっと…」など、涙があふれる短編全８編を収録。小説投稿サイト『エ
ブリスタ』掲載に加筆・修正して書籍化。

913.6

MO 毎年、記憶を失う彼女の救いかた

望月 拓海／著

講談社

私は１年しか生きられない。毎年、私の記憶は両親の事故死直後に戻ってしま
う。空白の３年を抱えた私の前に現れた見知らぬ小説家は、ある賭けを持ちか
け…。恋愛ミステリ。

913.6

MU 青春は燃えるゴミではありません

村上 しいこ／著

講談社

パティシエになりたいという将来の夢を胸に、高校生活最後の年を迎えた桃子。
でもその希望の前に、家庭の事情が大きく立ちはだかり…。短歌甲子園をめざ
す高校生たちの青春小説・三部作の完結編。

913.6

OG ＲＤＧ レッドデータガール 氷の靴ガラスの靴

荻原 規子／著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

３学期になり泉水子の変化に気がついた真響は、「チーム姫神」のバランスを憂
慮する。そして急きょ開催されることになったスケート教室。それは宗田家の思
惑が仕組まれていて…。宗田真響の視点で描く「最終巻」その後の物語。

913.6

SE

いのち

瀬戸内 寂聴／著

講談社

ガンと心臓の病に襲われ、痛切な老いに直面した私。脳裏に蘇るのは、７０年近
い作家人生で出会った男たちと、筆を競った友の死に様だった－。小説への愛と
修羅を生きた女の鮮烈な〈いのち〉を描く。『群像』掲載を単行本化。

913.6

TA

移植医たち

谷村 志穂／著

新潮社

１９８５年、移植を学びに渡米した３人の日本人医師を待ち受けていたのは、シビ
アな命の現場だった。苦悩し、葛藤しながらも、日本初となる移植専門外科を立
ち上げるが…。『小説新潮』掲載に大幅な改稿を施し書籍化。

913.6

TE

あゝ、荒野

寺山 修司

KADOKAWA

1960年代の新宿―。吃音と赤面対人恐怖症に悩む建二と、少年院に入り早すぎ
た人生の挫折を味わった新次は、運命の出会いを果たす。もがきながらもボク
サーとしての道を進んでいく2人と、彼らを取り巻くわけありな人々の人間模様。

913.6

YA

キャプテン 〔１〕 君は何かができる

ちば あきお／原作 山
田 明／小説

学研プラス

野球の名門・青葉学院から、無名の墨谷二中に、転校生がやってきた。彼の名
は、谷口タカオ。ところが、期待された谷口の実力は…。野球マンガの金字塔を
小説化。

913.6

YA

キャプテン 〔２〕 答えより大事なもの

ちば あきお／原作 山
田 明／小説

学研プラス

墨谷二中野球部のキャプテンを継いだ丸井は、打倒・青葉を目指し、猛練習を
開始する。しかし、キャプテン交代騒動、選手起用をめぐる退部問題など、さまざ
まな事件が発生して…。野球マンガの金字塔の小説版、第２弾。

913.6

YA

キャプテン 〔３〕 それが青春なんだ

ちば あきお／原作 山
田 明／小説

学研プラス

墨谷二中野球部は、新キャプテン・イガラシのもと優勝候補と噂されるほどの実
力をつける。ところが、全国大会を前にその厳しすぎる特訓が大問題となって
…。野球マンガの金字塔の小説版、完結編。

933.7

CH 長いお別れ

レイモンド・チャンドラー
早川書房
著，清水 俊二訳

大都会の孤独と死、愛と友情を謳いあげた永遠の名作『ＴＨＥ ＬＯＮＧ ＧＯＯＤ
ＢＹＥ』を日本語に翻訳。

933.7

HO ただ、見つめていた

ジェイムズ・ハウ／作
野沢 佳織／訳

ライフガードの青年、幼い妹のめんどうをみる少年、階段にすわってふたりを見
つめる少女。そのとき３人は他人にすぎなかったけれども…。３人の若者の心理
を繊細に、ミステリアスなタッチで描く米国のロングセラー。

933.7

WI

R・D・ウィングフィールド
東京創元社
著，芹沢 恵訳

クリスマスのフロスト

徳間書店

ここ田舎町のデントンでは、もうクリスマスだというのに大小様々な難問が持ちあ
がる。続発する難事件を前に、不屈の仕事中毒にして下品きわまる名物警部の
フロストが一大奮闘を繰り広げる。構成抜群、不敵な笑い横溢する第一弾！

