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002 SH

人生を豊かにする学び方

汐見 稔幸／著

筑摩書房

一人ひとりの「学び」を育てることは、偏見や思い込みから解放され、選択肢を
増やし、目的に応じて自分の道を選ぶためにも大切なのです－。幼児教育の専
門家が、一生役立つ学び方を教えます。

104 YO

なぜと問うのはなぜだろう

吉田 夏彦／著

筑摩書房

心とは何か？ 「ある」とか「ない」とはなにか？ 人は死んだらどこに行くのか
－。好奇心に導かれて人類が問いつづけてきた永遠の謎に、自分の答えを見つ
けるための、哲学的思考への誘い。

156 KO

ブヒ道

小泉 吉宏／著

ポプラ社

なまけ者のサムライ豚兵衛が禅と剣の道を知り…。自分をゆがめることなく生き
た禅僧・沢庵の名著「不動智神妙録」をベースに、心と体、行動をどう一致させる
かをコミックで説く。『調査情報』連載に加筆し書籍化。

159.5 YO

漫画君たちはどう生きるか

吉野 源三郎原作，羽賀
マガジンハウス
翔一漫画

176.8 KA

ニッポンのおみくじ 日本全国２３２種のおみく
鏑木 麻矢／著
じを引く

グラフィック社

初詣で１年の運勢を占うのもいいけれど、実はいつでもどんなことでも占える“お
みくじ”。全国津々浦々に多数存在する、おみくじ２３２種の名称・写真・授与して
いる場所・雑学などを紹介する。

最新世界大地図

小学館クリエイティブ

迫力の見開き大判サイズと、デジタル地形データをもとに作成した美しい世界大
地図。地形・海洋・大気・人口・経済・地球温暖化といった最新グローバルMAP
をはじめ、世界各地域・主要都市の地図を収録。

スマイル！ 笑顔と出会った自転車地球一周１
小口 良平／著
５７カ国、１５５，５０２ｋｍ

河出書房新社

襲いかかる事故・強盗・感染症などのトラブル、死の淵から救ってくれた人々の
温もり、世界中で通じる“魔法の３つの言葉”…。自己嫌悪に悩む青年が成し遂
げた、約８年半の「自転車地球一周」の旅の記録を綴る。

290.38 SA

290.9 OG

出版社

内容紹介

自分の生き方を決定できるのは、自分だけだ。人間としてあるべき姿を求め続
ける、コペル君と叔父さん-。「子どもたちに向けた哲学書であり、道徳の書」とし
て読み継がれてきた歴史的名著を漫画化。テキスト版も同時刊行。

301 OT

大人のための社会科

井手 英策著，宇野 重
規著，坂井 豊貴著，松 有斐閣
沢 裕作著

GDP、多数決、公正、希望…。気鋭の社会科学者が、日本の社会を形づくって
いる12のキーワードを取り上げ、それぞれの意味を根底から吟味。日本社会の
「いま」と「これから」を見通す、共通のプラットフォームを提供する。

331 SU

中高の教科書でわかる経済学 マクロ篇

菅原 晃／著

河出書房新社

「未来予想」が、現在の私たちの行動を決定する！ 中学校の「公民科」、高校
の「現代社会・政治経済」の教科書・資料集に登場する経済用語を用い、難解な
マクロ経済学の理論を丁寧に解説する。

331 SU

中高の教科書でわかる経済学 ミクロ篇

菅原 晃／著

河出書房新社

経済学の「なぜ、そうなるか」を理解できる！ 中学校の「公民科」、高校の「現
代社会・政治経済」の教科書・資料集に登場する経済用語を用い、ミクロ経済学
の理論と世の中の経済現象を結びつけ、じっくり解説する。

368 IS

世界の産声に耳を澄ます

石井 光太／著

朝日新聞出版

劣悪な環境に生きる人々は、いかにしてお産や育児をしているのか。ミャン
マー、グアテマラ、ホンジュラス、フィリピン、タンザニアなどを旅し、悲しみの現
場から“希望”を見つめる。『小説トリッパー』連載を加筆修正。

369.4 ON

メイク・ア・ウィッシュ夢の実現が人生を変えた 大野 寿子／著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

夢の実現は、思わぬ力を子どもから引き出す。子ども自身がもっている力がよ
みがえるとき、奇跡は生まれるのかもしれない…。難病と闘う子どものたちの夢
を応援する「メイク・ア・ウィッシュ」の実話エピソード集。

371.4 KA

「いじめ」や「差別」をなくすためにできること

香山 リカ／著

筑摩書房

自分が直面しなくても、誰かが「いじめ」や「差別」の被害にあっていると気づい
た時、どうすればいいの？ 心に深い傷を残すこれらの行為への対処法を精神
科医が伝授する。

451.6 MI

雨はどのような一生を送るのか 降る前から
降った後までのメカニズム

三隅 良平／著

ベレ出版

古代から科学者たちは「雨はどのようにして降り、降った後はどこへ行くのか？」
という問題に迫ろうとしてきた。研究史を通して、雨が降るまでのメカニズム、そ
して、降った後もつづく地球をめぐる水の旅について解説する。

生命３８億年の秘密がわかる本

地球科学研究倶楽部／
学研プラス
編

461 SE

地球の成り立ち、最初の生命、進化が生み出したさまざまな生物、ダーウィン進
化論…。３８億年にわたる生命の歴史を、最新科学の研究結果を多く取り入れ
つつ、オールカラーのイラストや図を用いてわかりやすく解説する。

ＳＢクリエイティブ

カラスは「愉しむ」ために飛ぶ、セキセイインコもあくびが移る、鳥にもメタボリッ
ク・シンドロームがある…。あまり知られていない鳥の行動や体のこと、知ってい
るとちょっと自慢できる蘊蓄を写真やイラストを交えて紹介する。

世界一訪れたい日本のつくりかた

デービッド・アトキンソン
東洋経済新報社
著

「いちばん儲かる観光資源は何なのか」「「日本人は冷たい」と思われる理由を
直視せよ」「あらゆるビジネスの儲けのチャンスは観光業化にある」 6000万人の
外国人を呼び、15兆円を使ってもらう具体的な方法を解説する。

運命の絵 中野京子と読み解く

中野 京子／著

文芸春秋

ジェローム「差し下ろされた親指」、ムンク「叫び」…。歴史の転換点や命がけの
恋を描いた名画、画家の人生を変えた１枚など「運命の絵」を読み解く。主要絵
画には詳細解説を付す。『オール読物』『文芸春秋』連載に加筆。

764.6 OZ

サヨナラノオト ブラバンガールズの約束

オザワ部長／著

学研プラス

一躍吹奏楽の有名校へと変貌を遂げた長崎県の活水高校、強豪校の中でも最
注目される熊本県の玉名女子高校、小編成部門に挑む埼玉県の藤村女子中
学・高等学校を長期密着取材。吹奏楽に情熱を燃やす少女たちのドキュメンタ
リー。

783.4 HI

友情 平尾誠二と山中伸弥「最後の一年」

山中 伸弥／著 平尾 誠
講談社
二／著 平尾 惠子／著

告げられた余命は３カ月。生還か、永遠の別れか－。大人の男たちが挑んだ極
限の闘い。２０１６年に５３歳で亡くなった平尾誠二の「最後の１年間」を、闘病生
活を支えた山中伸弥と平尾夫人が語る。『週刊現代』の対談も収録。

798.3 TO

東大ナゾトレ東京大学謎解き制作集団
AnotherVisionからの挑戦状 第2巻

東京大学謎解き制作集
扶桑社
団AnotherVision著

頭がやわらかければ小学生でも正解できるが、頭が固ければ大人でも苦戦して
しまう謎解き問題が満載。フジテレビのクイズ番組「今夜はナゾトレ」の人気コー
ナー「東大ナゾトレ」の書籍化第2弾。オリジナル問題も収録。

798.3 TO

東大ナゾトレ東京大学謎解き制作集団
AnotherVisionからの挑戦状 第3巻

東京大学謎解き制作集
扶桑社
団AnotherVision著

頭がやわらかければ小学生でも正解できるが、頭が固ければ大人でも苦戦して
しまう謎解き問題が満載。フジテレビのクイズ番組「今夜はナゾトレ」の人気コー
ナーの書籍化第3弾。オリジナル問題、謎解きの作り方も収録。

837.4 FO

ネイティブが感動する英語にない日本語 日本 フォーンクルック幹治／
河出書房新社
ならではの「いい言葉」を知っていますか？
著

488.1 HO

知っているようで知らない鳥の話 恐るべき賢
細川 博昭／著
さと魅惑に満ちた体をもつ生きもの

689.1 AT

723 NA

「いってきます」という挨拶をはじめ、日本には一語で英訳できない言葉がある。
バイリンガルである著者の経験を踏まえて「英語にない日本語」を取り上げ、「無
理やり英訳したらどのような文章になるのか」を紹介する。

河出書房新社

待つという香辛料をふりかけてほうれん草のグラタンを焼く よく笑う女生徒なり
しが吾に見えぬ何かを抱えて退学の朝 恋、そして４年間教師をした高校の教え
子たちとの別れ。２４～２８歳の４７０余首を収めた第２歌集。

911.1 TA

かぜのてのひら 俵万智歌集

俵 万智／著

913.6 AS

Ｘ－０１ ２

あさの あつこ／著 田中
講談社
達之／画

永依国クシカ将軍の養子となり、「破壊神」の名にふさわしい戦いぶりを示す少
女ラタ。奥手ながら敵に対峙するや戦士のようにふるまう由宇。運命に翻弄され
る２人の行く手に待っているのは…。戦争と平和の物語。

913.6 AY

金木犀と彼女の時間

彩坂 美月／著

東京創元社

文化祭中の高校の屋上で、拓未に告白された直後、菜月のタイムリープが始
まった。同じ１時間を５回繰り返すはずが、１回目、拓未が墜死する。チャンスは
あと４回、彼の死を止める方法を見つけなくては－。菜月の闘いが始まる。

913.6 FU

満天のゴール

藤岡 陽子／著

小学館

星空が美しい医療過疎地。人生どん底のシングルマザー、人生に責められ続け
る医師、人生をあきらめている老女。３人の出会いが、人生を変えてゆく…。希
望をもたらす、人間味あふれる医療小説。

913.6 FU

ふたご

藤崎 彩織／著

文芸春秋

彼は、私のことを「ふたごのようだ…」と言った。私は全然そんな風には思わな
い。彼は、私の人生の破壊者であり、創造者だった－。とあるバンドの、結成前
夜の物語。ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩのＳａｏｒｉ、初小説。

913.6 HA

たゆたえども沈まず

原田 マハ／著

幻冬舎

売れない画家のフィンセント・ファン・ゴッホは、パリにいる画商の弟テオドルスの
家に転がり込んでいた。そんな二人の前に、浮世絵を売りさばく日本人、林忠正
が現れ…。『パピルス』『小説幻冬』連載に加筆修正して単行本化。

913.6 HI

雨ふる本屋とうずまき天気

日向 理恵子／作 吉田
童心社
尚令／絵

ふしぎな「雨ふる本屋」を訪れたルウ子とサラ。ドードー鳥の店主フルホンさんは
「絶滅かぜ」にかかっていた。ひどい呪いをかける力を持ってしまう「絶滅かぜ」。
そこへ、治す方法を知っているという女の子が現れ…。

913.6 IT

カーネーション

いとう みく／作 酒井 駒
くもん出版
子／画

いつか母は、あたしを愛してくれると信じている。そんなことは無理だとわかって
いても、あたしはあたしの深いところで、いまも願っている－。母に愛されない
娘・娘を愛せない母親を描いた挑戦作。

913.6 KO

星ちりばめたる旗

小手鞠 るい／著

ポプラ社

１９１６年、アメリカに暮らす幹三郎に嫁いだ佳乃は、やがて時代の激流に呑み
込まれ…。時代に翻弄されながらも、ただひたすらに生きる三世代の母と娘たち
の姿を描き出す。『ａｓｔａ＊』連載に加筆し単行本化。

913.6 KU

１５歳、ぬけがら

栗沢 まり／著

講談社

母子家庭で育つ中学３年生の麻美は、「いちばんボロい」といわれる市営住宅
に住んでいる。心療内科に通う母は寝ているだけで、食事は給食が頼り。夏休
み、仲間が非行に手を染めるなか、麻美は学習支援塾「まなび～」に出会う。

913.6 MU

百貨の魔法

村山 早紀／著

ポプラ社

閉店の噂が飛び交う星野百貨店。だが、スタッフたちは店を守ろうと、今日も売
り場に立ちつづけ－。百貨店で働く人たちと館内に住むと噂される「白い猫」が
織りなす、魔法のような物語。「桜風堂ものがたり」の姉妹編。

913.6 NA

もう生まれたくない

長嶋 有／著

講談社

にわかナースの春菜、ゲームオタクのシングルマザー・美里、謎めいた美人清
掃員の神子。震災の年の夏、偶然の訃報でつながった彼女たちの運命が動き
始める－。生の光を伝える長編小説。『群像』掲載を加筆改稿して単行本化。

913.6 OG

キラキラ共和国

小川 糸／著

幻冬舎

夫からの詫び状、憧れの文豪からの葉書、大切な人への最後の手紙…。伝え
たい思い、聞きたかった言葉、承ります。鎌倉を舞台にした代書屋の物語。「ツ
バキ文具店」の続編。『小説幻冬』連載を単行本化。

913.6 OG

ミ・ト・ン

小川 糸／文 平沢 まり
白泉社
こ／画

波乱に満ちながらも慎ましく温かい生涯を送ったマリカのそばには、いつも美し
いミトンがあった－。小説と版画が紡ぎだす愛しい物語。作品のモデルとなった
国ラトビアを旅するイラストエッセイも収録。『ＭＯＥ』連載等に加筆。

913.6 ON

錆びた太陽

恩田 陸／著

朝日新聞出版

原発事故で汚染された地域を巡回するロボットたちの居住区に、謎の女・財護
徳子がやってきた。ロボットたちは人間である徳子の指令に従うことにするのだ
が…。彼女の目的は一体何なのか？ 『週刊朝日』連載を単行本化。

913.6 SA

鶏小説集

坂木 司／著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

様々な岐路で迷い、奮闘する全ての人に送る、旨さあふれる「鶏小説」短編集。
思春期のゆらぎと成長を描いた「トリとチキン」をはじめ、全５編を収録。『文芸カ
ドカワ』掲載を単行本化。

913.6 SH

夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく

汐見 夏衛／著

スターツ出版

ある事情から優等生を演じている茜は、自由奔放な青磁を嫌っていた。だが、孤
独と窮屈さでどうしようもなくなっていた茜を救ってくれたのは、青磁だった。青磁
の隣で過ごす時間は、茜の気持ちをゆっくりと溶かしていき…。

913.6 TS

あなたのいない記憶

辻堂 ゆめ／著

宝島社

約１０年ぶりに再会した優希と淳之介は、ふたりの思い出が虚偽の記憶であるこ
とに気づく。心理学の専門家のもとを訪れ、「虚偽記憶」現象の原因究明を始め
た彼らが辿りつく真相とは－。記憶をめぐる、恋愛ミステリー。

913.6 UB

戦の国

冲方 丁／著

講談社

神にならなければ、通れぬ道がある－。桶狭間から大坂の陣まで、日ノ本が造
られた激動の５５年を、織田信長、上杉謙信、明智光秀、大谷吉継、小早川秀
秋、豊臣秀頼の六傑の視点から描く。連作歴史長編。

913.6 YA

僕はロボットごしの君に恋をする

山田 悠介／著

河出書房新社

２０６０年、東京。人型ロボットを使った国家的極秘プロジェクトが進む中、プロ
ジェクトメンバーの健が想いを寄せる咲の勤務先にテロ予告が届く。目的を達す
るために、暴走する研究者の狂気。健はテロを防ぎ、咲を守れるのか？

933.7 KI

ファインダーズ・キーパーズ 上

スティーヴン・キング／
文芸春秋
著 白石 朗／訳

少年ピートが見つけたトランクには、大金と隠棲する作家の未発表の文章が記
された大量のノートが。貧しい両親と妹のために、ピートはお金を役立てようと決
めたが…。「ミスター・メルセデス」の続編。

933.7 KI

ファインダーズ・キーパーズ 下

スティーヴン・キング／
文芸春秋
著 白石 朗／訳

退職刑事ホッジズのもとに「兄ピートの様子がおかしい」という少女の相談が持
ち込まれる。家族を思う少年と、未発表原稿に執着する犯罪者、２人の軌跡が
交差する時が迫る…。「ミスター・メルセデス」の続編。

