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KI

書名

論理的思考力を鍛える３３の思考実験

著者名

出版社

内容紹介

北村 良子／著

彩図社

トロッコ問題、テセウスの船、アキレスと亀、ギャンブラーの葛藤…。有名どころ
からオリジナルまで、３３の思考実験を掲載。物語やトリックのような世界を楽し
んでいるうちに、自然と論理的思考力が鍛えられる。

121.02

GA 概説日本思想史

佐藤 弘夫編集委員代
表

ミネルヴァ書房

立体的な日本思想史像の構築をめざして、広くアジア世界の中でその特色を浮
き彫りにする。歴史学・文学・仏教学・民俗学などの周辺領域にも目配りし、最新
の研究成果をふまえた概説書。

121.02

NI

苅部 直編，片岡 龍編

新書館

記紀神話、仏教、儒学、神道、ナショナリズムなど、「日本とは何か」を考える際
に不可欠な基礎知識をわかりやすく解説。一般の読者と思想史研究の最前線と
を近づけ、前近代と近代の、様々な思想が交錯する豊かな世界へと誘う。

OK 本当にわかる現代思想

岡本 裕一朗

日本実業出版社

現代思想は、いまも“進化”し続けている! ポスト構造主義、ドイツ思想、社会学
の思想、アメリカの正義論、メディア論、倫理学、プラグマティズムなど、現代を
読み解くために役立つ思想を凝縮し、わかりやすく解説する。

141.9

JA

Ａ型自分の説明書 〔正〕

Ｊａｍａｉｓ Ｊａｍａｉｓ／著 文芸社

159.7

SA

本当の「頭のよさ」ってなんだろう？ 勉強と人
斎藤 孝／著
生に役立つ、一生使えるものの考え方

210.5

TO しずおかの文化1 徳川将軍と富士山

290.9

SE

世界の国境を歩いてみたら… 行かなきゃわ
からない国境のサプライズ！

316.1

KO

国際化の時代に生きるためのＱ＆Ａ １ 移民
や難民ってだれのこと？

マイケル・ローゼン／著
アンネマリー・ヤング／ 創元社
著 小島 亜佳莉／訳

知ることが大切な問題でありながら分かりにくい主題を、Ｑ＆Ａ方式で楽しく学べ
る学習書。１は、移民や難民を取り上げ、どうして家を離れるのか、別の国にた
どり着いたらどうなるのか等を、さまざまな体験談とともに紹介する。

316.1

KO

国際化の時代に生きるためのＱ＆Ａ ２ ジェン ジュノ・ドーソン／著 岡
創元社
ダーってなんのこと？
本 早織／訳

知ることが大切な問題でありながら分かりにくい主題を、Ｑ＆Ａ方式で楽しく学べ
る学習書。２は、ジェンダーを取り上げ、生物学的な性とジェンダーの違い、より
平等が必要な理由などを、さまざまな体験談とともに紹介する。

316.1

KO

国際化の時代に生きるためのＱ＆Ａ ３ フェミ
ニズムってなんのこと？

ルイーズ・スピルズベ
リー／著 ビー・アップル 創元社
ビー／著 渡辺 薫／訳

知ることが大切な問題でありながら分かりにくい主題を、Ｑ＆Ａ方式で楽しく学べ
る学習書。３は、フェミニズムを取り上げ、女性の平等の歴史を見ながら、世の
中に変化をもたらした女性と男性を紹介する。

316.1

KO

ルイーズ・スピルズベ
国際化の時代に生きるためのＱ＆Ａ ４ 合意っ リー／著 ヤズ・ネジャ
てなに？なぜだいじなの？
ティ／著 小島 亜佳莉
／訳

創元社

知ることが大切な問題でありながら分かりにくい主題を、Ｑ＆Ａ方式で楽しく学べ
る学習書。４は、合意という言葉がなにを意味するのか、そしてそれがどうしてそ
んなに大切なのかを解説する。

316.1

KO

ニケシュ・シュクラ／著
国際化の時代に生きるためのＱ＆Ａ ５ どうし
クレア・フーチャン／著 創元社
て肌の色が問題になるの？
大嶋 野々花／訳

知ることが大切な問題でありながら分かりにくい主題を、Ｑ＆Ａ方式で楽しく学べ
る学習書。５は、人種差別がどういうものか、またそもそもなぜ人種差別が存在
するのかを説明する。

361.2

OG 日本社会のしくみ

362.1

OG

日本社会のしくみ 雇用・教育・福祉の歴史社
小熊 英二／著
会学

367.9

AI

愛するってどういうこと?

133

日本思想史ハンドブック

誠文堂新光社

公益財団法人德川記
念財団・静岡県富士山 ことのは社
世界遺産センター 編
「世界の国境を歩いて
みたら…」番組取材班 河出書房新社
／著

小熊 英二

町田 健一著，富永 国
比古著

いつも周囲への気遣いを忘れない「いい人」であり、世の中の「ルールブック」的
役割を果たすＡ型人間を鋭く観察し、ユーモラスに表現した「Ａ型人間理解マニュ
アル」誕生。
「頭がいい」とは脳の「状態」。頭のはたらきのいい状態のときは、目の前の問題
が簡単に解決できるし、未来を楽しく創り出していくことができる。頭のいい状態
を増やし、現実を変える力を手に入れる方法を詳しく解説する。
新進気鋭の研究者たちが「徳川将軍と富士山」という、当たり前のようでいて意
外に奥の深いテーマで書き下ろした珠玉の一冊。近世史と静岡の歴史への新し
い切り口を楽しめる内容となっています。
日本にはないもの、それは地続きの国境線！ アルゼンチン×ボリビア、アメリ
カ×カナダ…。国境周辺を歩いてわかった文化の違いと国際情勢、悲喜こもごも
の人間ドラマを、写真を交えて紹介する。ＢＳ１１の人気番組を書籍化。

講談社現代新書

女性や外国人に対する閉鎖性、地方や非正規雇用の格差、生産性の低さ…。
日本を支配する「社会の慣習」とは何か? 「日本の働き方」成立の歴史的経緯と
その是非を問い、“この国のかたち”を浮き彫りにする。

講談社

女性や外国人に対する閉鎖性、地方や非正規雇用の格差、生産性の低さ…。
日本を支配する「社会の慣習」とは何か？ 「日本の働き方」成立の歴史的経緯
とその是非を問い、“この国のかたち”を浮き彫りにする。

福音社

より良い性のあり方と「性」に関わるさまざまな自分の責任について真剣に考え
るためのガイド。

SU 数学オリンピック ２０１４～２０１８

数学オリンピック財団／
日本評論社
監修

２０１４～２０１８年の日本数学オリンピック予選・本選および国際数学オリンピッ
ク、２０１８年のアジア太平洋数学オリンピックおよびヨーロッパ女子数学オリン
ピック等の全問題とその解答を掲載する。

440.14

NA 天文学者が、宇宙人を本気で探してます!

鳴沢 真也

洋泉社

地球から1300光年離れたはくちょう座の12等星にメガストラクチャー(超巨大建
造物)が見つかった!? 科学者による宇宙人探索「地球外知的生命探査(SETI)」の
取り組みを紹介する。

443.9

MA

私たちは時空を超えられるか 最新理論が導く
松原 隆彦／著
宇宙の果て、未来と過去への旅

ＳＢクリエイティブ

タイムマシン、あるいは究極の宇宙船のしくみは？ 宇宙の果て、時空を超えた
ところにあるものとは？ 第一線で研究する著者が、豊富な図版を示しつつ、や
さしく解説する。

673.9

SA

おもかげ復元師

笹原 留似子／著

ポプラ社

なきがらに笑顔を戻し、遺族の深い悲しみを生きていく力に変える－。東日本大
震災後、３００人以上をボランティアで復元した女性復元納棺師が、死とは何か、
死を見送る現場で何を感じ、伝えてきたのかを綴る。

（財）静岡県文化財団

ことのは社

清水港には様々な歴史の顔が登場します。

410

683

SH しずおかの文化2 清水港

830.2

TE

英語の歴史

寺澤 盾

中公新書

5世紀半ば、ブリテン島の一部でのみ使われていた英語は、様々な言語の影響
を受けて、国際言語へと成長した。現代英語を意識しながら、1500年の歴史を概
観し、近年英米社会で急変する姿とその未来を描く。

911.1

SA

１分音読「万葉集」

斎藤 孝／著

ダイヤモンド社

「万葉集」の中から、名もなき人から天皇までが詠った万葉の秀歌を厳選。原文
の漢字や口語訳、背景や語句説明や作品解説とともに使える万葉フレーズを紹
介する。

913.6

AS

君たちは今が世界（すべて）

朝比奈 あすか／著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

６年３組の調理実習中に起きた洗剤混入事件。犯人が名乗りでない中、担任が
放った「皆さんは、たいした大人にはなれない」という残酷な言葉は、教室に小さ
な波紋を投げかけ…。『文芸カドカワ』掲載に書下ろしを加え単行本化。

913.6

HY

夏の騎士

百田 尚樹／著

新潮社

あれから３１年。ぼくが今もどうにか人生の荒波を渡っていけるのは、あの頃手
に入れた勇気のおかげかもしれない－。昭和最後の夏に経験した、謎をめぐる
冒険、友情、そして恋を描いた、百田版「スタンド・バイ・ミー」。

913.6

IM

むらさきのスカートの女

今村 夏子／著

朝日新聞出版

近所に住む「むらさきのスカートの女」が気になる〈わたし〉。自分と同じ職場で働
くよう彼女を誘導し、その生活を観察し続け…。狂気と紙一重の滑稽さ。〈わた
し〉が望むものとは？ 『小説トリッパー』掲載を単行本化。

913.6

IS

クジラアタマの王様

伊坂 幸太郎／著

ＮＨＫ出版

製菓会社に寄せられた１本のクレーム電話。広報部員・岸はその事後対応をす
ればよい…はずだった。だが訪ねてきた男の存在によって、岸の日常は思いも
よらない事態へと一気に加速し…。書き下ろし長篇小説。

913.6

KA

夏物語

川上 未映子／著

文芸春秋

パートナーなしの妊娠・出産を目指す夏子。彼女のまえに、精子提供で生まれ
「父の顔」を知らない潤が現れ…。芥川賞受賞作「乳と卵」の登場人物たちが新
たに織りなす物語。『文学界』掲載を単行本化。

北方 謙三／著

角川春樹事務所

時は、後漢末の中国。政が乱れ賊の蔓延る世に、信義を貫く者があった。姓は
劉、名は備、字は玄徳。その男と出会い、共に覇道を歩む決意をする関羽と張
飛。黄巾賊が全土で蜂起するなか、劉備らはその闘いへ身を投じて行く。官軍と
して、黄巾軍討伐にあたる曹操。義勇兵に身を置き野望を馳せる孫堅。覇業を
志す者たちが起ち、出会い、乱世に風を興す。激しくも哀切な興亡ドラマを雄渾
華麗に謳いあげる、北方〈三国志〉

913.6

KI

三国志 １の巻 天狼の星 ～ 13巻

913.6

KU いるいないみらい

窪 美澄／著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

妊活を始めて４カ月。時間がないとあせる妻に対し、夫の睦生は…。子どもがい
てもいなくても、毎日を懸命に生きるすべての人へそっと手を差し伸べてくれる全
５編を収録。『小説野性時代』掲載を単行本化。

913.6

NA 椿宿の辺りに

梨木 香歩／著

朝日新聞出版

三十肩と鬱で難儀している皮膚科学研究員の山幸彦。外祖母・早百合の夢枕に
立った祖父からの伝言を託され、山幸彦は祖先の地・椿宿へと向かう…。「ｆ植物
園の巣穴」の姉妹編。『小説トリッパー』連載に加筆修正し単行本化。

913.6

OG あとは切手を、一枚貼るだけ

小川 洋子／著 堀江 敏
中央公論新社
幸／著

かつて愛し合い、今は離ればなれに生きる「私」と「ぼく」。２人を隔てた、取りか
えしのつかない出来事。１４通の手紙に編み込まれた哀しい秘密とは…。『アン
デル小さな文芸誌』連載を単行本化。

913.6

OS 渦 妹背山婦女庭訓魂結び

大島 真寿美／著

文芸春秋

江戸時代、芝居小屋が立ち並ぶ大坂道頓堀。虚実の渦を作り出した、もう一人
の近松がいた…。浄瑠璃作者・近松半二の生涯を描いた、著者初の時代小説。
『オール読物』連載を単行本化。

913.6

SA

沢田 瞳子／著

中央公論新社

己の音楽を究めんと、幻の師を追い京から東国へ下った仁和寺の梵唄僧・寛
朝。そこで彼は、荒ぶる地の化身のようなもののふ、平将門と出会い…。武士の
世の胎動を描く歴史長篇。『読売新聞』連載を加筆し単行本化。

913.6

SH 小説天気の子

新海 誠／著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

高校１年の夏、離島から家出し、東京にやってきた帆高。降り続く雨の中、都会
の片隅で、不思議な能力を持つ少女・陽菜に出会い…。２０１９年公開の長編ア
ニメーション映画「天気の子」の監督が自ら執筆した原作小説。

913.6

TA

銀河英雄伝説 １ 黎明篇 ～ 15巻

田中 芳樹／著

東京創元社

銀河系に一大王朝を築きあげた帝国と、民主主義を掲げる自由惑星同盟が繰り
広げる飽くなき闘争のなか、若き帝国の将“常勝の天才”ラインハルト・フォン・
ローエングラムと、同盟が誇る不世出の軍略家“不敗の魔術師”ヤン・ウェンリー
は相まみえた。この二人の智将の邂逅が、のちに銀河系の命運を大きく揺るが
すことになる。日本SF史に名を刻む壮大な宇宙叙事詩、星雲賞受賞作。

913.6

TO

マリと子犬の物語 山古志村小さな命のサバイ
桑原 真二／原作
バル

小学館

亮太と彩は、父、祖父と４人で、飼い犬のマリや子犬たちと仲良く暮らしていた。
だがある日、大地震に襲われ、彩と祖父は家の下敷きに。マリは地面を掘りつづ
けるが…。２００７年公開の同名映画のジュニア向けノベライズ。

913.6

UE

キリの理容室

上野 歩

講談社

女性も通える理容店を開くという野望を叶えるべく、理容専門学校を卒業した神
野キリ、20歳。ベテラン理容師の千恵子が1人で切り盛りするバーバーチーで修
業することになるが、雑用ばかりの毎日で…。

913.6

YO 犯罪小説集

吉田 修一／著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

痴情のもつれで殺人まで行き着いたスナックママ、閉鎖的な過疎の村で壊れて
いく老人…。犯罪によって炙り出される人間の真実。凄絶で哀しい５つの物語を
収録する。２０１９年公開映画「楽園」の原作。

913.6

ＹＵ 慈雨

柚月 裕子

集英社文庫

16年前の幼女殺害と酷似した事件が発生。かつて刑事として捜査にあたった神
場は、退職した身で現在の事件を追い始める。消せない罪悪感を抱えながら
…。元警察官の魂の彷徨を描く。

914.6

HI

平野 啓一郎／著

講談社

「カッコいい」は人間にポジティヴな活動を促す大きな力。「カッコいい」を考えるこ
とは、いかに生きるべきかを考えること－。一見単純でありながら、複雑な概念
「カッコいい」について、多角的に論じる。

落花

「カッコいい」とは何か

