
書名 著者名 出版社 内容紹介

007.1 AR ロボットは東大に入れるか 改訂新版 新井 紀子／著 新曜社
ＡＩにしかできないことは何か。そして、人間に残されていることとは何か。東大模
試で偏差値７２．６を叩き出したＡＩ「東ロボくん」の成長と挫折のすべてを紹介し
ながら、「東ロボくん」の将来と私たちの未来について考える。

007.1 JI 人工知能の「最適解」と人間の選択
ＮＨＫスペシャル取材班
／著

ＮＨＫ出版
ＡＩ裁判、ＡＩ人事…。人工知能がいよいよ研究室を飛び出した。膨大な計算力を
背景に導き出される「最適解」に私たちはどう向き合えばいいのか。徹底取材を
基に、課題からルールづくりまで、人工知能との共存の道を探る。

007.5 WA
データを紡いで社会につなぐ デジタルアーカ
イブのつくり方

渡邉 英徳／著 講談社
南太平洋の島国ツバル、広島と長崎の原爆、東日本大震災などの記憶のデー
タを、グーグルアースに重ねていくという、新しいかたちのデジタルアーカイブの
制作を進める著者が、現代におけるデータと社会の関わりを考える。

140.4 TO
毎日使える、必ず役立つ心理学 教えてフロイ
ト、なるほどユング！

サラ・トムリー／著 小田
島 恒志／訳 小田島 則
子／訳

河出書房新社
私ってどんな人？　どうしてこんなことをしちゃうんだろう？　著名な心理学者たち
があなたの問いに、さまざまな角度から答えます。不思議な心の世界や、皆に共
通する脳の機能、ユニークな心の働きがわかる心理学の本。

147 GR 絶対に出る世界の幽霊屋敷
ロバート・グレンビル／
著 片山 美佳子／訳

日経ＢＰマーケティング
（発売）

騎士の怨念が棲みつく古城、魂のさまよう墓地、血塗られた裏通り、猟奇殺人事
件の舞台となった館、怪奇現象の絶えない廃病院…。世にも恐ろしい世界の心
霊スポット８９カ所を、美しい写真と幽霊話で紹介する。

159 HO
ゆるいつながり 協調性ではなく、共感性でつ
ながる時代

本田 直之／著 朝日新聞出版
普通の人がＳＮＳで自分の世界を広げる一方、どんなに頑張ってもつながりを広
げられない人がいる。お互いを高められる仲間と〈共感〉でゆるくつながるにはど
うしたらいいか。世界を切り開くための人間関係のあり方を読み解く。

159 SA
ぼくたちは習慣で、できている。 Ｔｈｅ　Ｌａｓｔ
Ｓｅｌｆ‐Ｈｅｌｐ

佐々木 典士／著 ワニブックス
才能は「与えられる」ものではなく、努力を続けた後に「作られる」もので、努力は
習慣にしてしまえば継続できる。習慣を身につけるための５０のステップを紹介
し、意志力や習慣とは何かを解説する。

159 UT
自分を変える「脳」の習慣 「脳科学」×「記憶
のマネジメント」で頑張らずにうまくいく

宇都出 雅巳／著 ＳＢクリエイティブ
変わりたいのに変われないのは「記憶」が原因。「脳」や「記憶」の性質を活かせ
ば、もっと効率的に行動に変化を起こせる。脳科学（認知科学）を使った「新しい
努力」の方法を紹介する。

288.4 IK 池上彰の「天皇とは何ですか？」 池上 彰／著 ＰＨＰ研究所
天皇制はいつできたの？　生前退位は何年ぶり？　宮家って何？　いまさら聞け
ない天皇と皇室の話を、池上彰がわかりやすく解説する。元侍従長・渡邉允との
対談も収録。

288.4 IN 祈りの旅 天皇皇后、被災地への想い 朝日新聞社会部／著 朝日新聞出版
大きな災害が起こるたびに、被災地を訪れ、被災した人びとを見舞ってきた天皇
皇后。その旅に込めた想いの原点とは。訪問の軌跡をたどり、「現代にふさわし
い皇室のあり方」を考える。『朝日新聞』連載を書籍化。

330 IN キミのお金はどこに消えるのか
井上 純一／著 飯田 泰
之／監修

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
少子高齢化、終身雇用崩壊、弱者切り捨て…。でも日本は「当面」大丈夫！　お
金が回ればもっと大丈夫！　世の中を動かす「お金」のことがすいすいわかる、
「中国嫁日記」の著者による経済マンガ。『文芸カドカワ』掲載に加筆。

330.4 SA お金２．０ 新しい経済のルールと生き方 佐藤 航陽／著 幻冬舎
仮想通貨、フィンテック、シェアリングエコノミー、評価経済…。「新しい経済」を私
たちはどう生きるか！　「時間」を売買する経済システム「タイムバンク」を発明し
たメタップス創業者が明かす、資本主義の先の世界。

334.3 KA 未来の年表　2 河合 雅司 講談社現代新書
東京や大阪の繁華街に出現する幽霊屋敷、続出する灯油難民-。人口減少日
本で起きることを家庭、職場、地域社会といったトピックに分け、図表を交えて解
説。今からできる対策も提示する。折り込みの「人口減少カタログ」付き。

367.6 IS
サイレントマザー 貧困のなかで沈黙する母親
と子ども虐待

石川 瞭子／編著 青弓社
虐待と貧困の連鎖の渦にいながら、助けを求める声を上げられない母親たち＝
サイレントマザー。児童虐待の深刻な事例を分析して「沈黙しないで！」と母親に
訴え、機関・関係者に防止策を提示する。

367.9 MA １３歳から知っておきたいＬＧＢＴ＋
アシュリー・マーデル／
著 須川 綾子／訳

ダイヤモンド社
性とジェンダーの多様性について学べるパーフェクト・ガイド。約４０人のＬＧＢＴ
＋のインタビューを収録し、図やイラストも豊富に使ってＬＧＢＴ＋をわかりやすく
説明する。用語解説付き。

369.2 AG 看る力 アガワ流介護入門
阿川 佐和子／著 大塚
宣夫／著

文芸春秋
親＆伴侶の正しい介護法、理想的な老後の生活術－。作家、インタビュアーとし
て活躍する一方、父を看取り、認知症の母の世話をする阿川佐和子が、高齢者
医療の第一人者である大塚医師と語り合う。

376.1 KU あの日のオルガン 疎開保育園物語 久保 つぎこ／著 朝日新聞出版
空襲が激しくなる東京から、園児５３人を連れて埼玉の無人寺へ。「疎開保育
園」を作る、それはこれまで誰もやったことがないことだった…。園児たちの命を
守り抜いた若き保母たちの実話。２０１９年２月公開映画の原作。

410.4 YU 数学ガール ポアンカレ予想 結城 浩／著 ＳＢクリエイティブ
〈形〉って何？　どうやって探ればいいの？　「僕」と４人の少女が「ポアンカレ予
想」に挑み、真の〈形〉を追い求める、魅惑の数学物語。「数学ガール」シリーズ
第６弾。

440.4 SU この空のかなた 須藤 靖／著 亜紀書房
説明せずとも見惚れてしまうほど美しい写真から、一見何の変哲もないにもかか
わらず実は深い意味をもつ写真まで、様々な天体の姿を紹介し、そこに潜む不
思議を語る。『高知新聞』連載を加筆し単行本化。

457 TA 世界を変えた１００の化石
ポール・Ｄ．テイラー／著 アーロ
ン・オデア／著 真鍋 真／監修
的場 知之／訳

エクスナレッジ
大英自然史博物館とアメリカのスミソニアン博物館所蔵の標本の中から、地球３
５億年、７大陸の歴史に残る化石１００点を美しい写真とともに解説。先カンブリ
ア紀から新生代まで、地質学的時間の年代区分に従って収録する。

470.4 HO ほんとうはこわい植物図鑑
小林 正明／監修 高橋 のぞむ
／絵 大泉書店

「閉じ込めて溶かす」「栄養を盗む」「虫をあやつる」…。これ全部、植物のしわざ
です！　あらゆる工夫をしてしたたかに生きる、植物のこわくてかしこい生態をイ
ラストとともに紹介します。

480 ZA
ざんねんないきもの事典 おもしろい！進化の
ふしぎ 続々

今泉 忠明／監修 下間 文恵／
絵 メイヴ／絵 ミューズワーク／
絵 有沢 重雄／文 野島 智司／
文

高橋書店
「リスはほお袋で食べ物がくさって病気になる」…。進化の結果、なぜかちょっと
残念な感じになってしまった生き物たちを、楽しいイラストとともに紹介する。ジャ
ケットそでに切り取り式のステッカーつき。

480.4 BA 生まれたときからせつない動物図鑑
ブルック・バーカー／著
丸山 貴史／監訳 服部
京子／訳

ダイヤモンド社
カンガルーの子どもは袋の中でうんこする、ハトの両親は赤ちゃんを１か月間監
禁する、シャチの赤ちゃんは眠ると死ぬ…。動物たちの「せつない真実」をイラス
トとともに紹介する図鑑、第２弾。

2018年　9月　新着図書

請求記号



481.7 TA ウソばっかり！ 人間と遺伝子の本当の話 竹内 久美子／著 ワニブックス
一目惚れ、浮気、毒親、第一印象、病気…。私たちのまわりにある、当たり前だ
と思っていたこと、深く考えもしなかった“なぜ？”“どうして？”を、動物行動学研
究家が科学的根拠に基づいて解説する。

482 MA
わけあって絶滅しました。 世界一おもしろい絶
滅したいきもの図鑑

丸山 貴史／著 今泉 忠
明／監修 サトウ マサノ
リ／絵 ウエタケ ヨーコ
／絵

ダイヤモンド社
不器用だったり、不運だったり－。ドードー、シソチョウ、ティラノサウルスなど、い
ろいろな生き物が絶滅した理由を、大きさ・生息地等の基本データやイラストとと
もに紹介。切り取り式の「絶滅全史」付き。

488.1 IS 歌う鳥のキモチ 石塚 徹／著 山と渓谷社
歌いたいキモチのピークはいつ？　なわばり内の、どこで歌いたい？　オスは二
重人格？　鳥たちの面白すぎる私生活と、歌うオスたちのキモチに迫る。聞く人
のココロについても考える。

726.1 SU ちはやふる　39 末次 由紀著 講談社
名人位・クイーン位 東西挑戦者決定戦、第2試合。徹底的な「守りがるた」で新を
攻めさせない太一。「聞こえすぎて」苦しむ千早。この一戦のためにすべてを懸け
てきた3人の、勝負のゆくえは――!?

726.1 YA 大家さんと僕 矢部 太郎 新潮社
お笑いコンビ「カラテカ」の矢部太郎と一風変わった大家さんとの“2人暮らし”を
描いた、ほっこりあたたかなコミックエッセイ。『小説新潮』連載を加筆修正し単行
本化。

726.6 KA 未来のだるまちゃんへ かこ さとし／著 文芸春秋
「からすのパンやさん」「だるまちゃんとてんぐちゃん」をはじめ、数々の作品で知
られる絵本作家のかこさとしが、迷い道の人生、絵本に込めた希望、尊敬してや
まない子どもたちへの思いなどを綴る。

779.1 IN ゼロから分かる！図解落語入門 稲田 和浩／文 世界文化社
寄席ってどんなところ？　どんな噺があるの…？　誰もが気軽に楽しめるエンタ
テインメント「落語」の基礎知識から意外な豆知識までを、イラストを多用してわ
かりやすく解説する。寄席・落語会案内、落語家紹介、用語集も収録。

813.7 AS 朝日キーワード　2019 朝日新聞出版編 朝日新聞出版
幅広いジャンルから現代社会を知るために必須の「キーワード」を厳選した現代
用語集。朝日新聞の第一線記者らが豊富な写真と図表とともにニュースのツボ
をわかりやすく解説する。巻末に重要ニュース月表なども収録。

814 YA 文豪の凄い語彙力 山口 謡司／著 さくら舎
言葉を探し、言葉を選び、言葉を創りだして文章を紡ぎ出した文豪たち。幸田文
「糖衣を脱いだ地声」、山田風太郎「哀怨な瞳」など、古くて新しい、そして深い文
豪たちの言葉を紹介する。

834.4 YA
やさしい英語のことわざ このことわざ、英語で
どう言うの？ １ 日本語と似ている英語のこと
わざ

くもん出版
英語のことわざの意味や使い方を、４コマまんがとともに楽しく解説。１は、「Ｔｉｍ
ｅ　ｉｓ　ｍｏｎｅｙ．」と「時は金なり」など、日本語と似ている英語のことわざを収録。
ことわざクイズも掲載。

834.4 YA
やさしい英語のことわざ このことわざ、英語で
どう言うの？ ２ くらしで使える英語のことわざ

くもん出版
英語のことわざの意味や使い方を、４コマまんがとともに楽しく解説する。２は、
「Ｔｉｍｅ　ｆｌｉｅｓ．」「光陰矢のごとし」など、くらしで使える英語と日本語のことわざ
を紹介。ことわざクイズ付き。

834.4 YA
やさしい英語のことわざ このことわざ、英語で
どう言うの？ ３ 人生に役立つ英語のことわざ

くもん出版
英語のことわざの意味や使い方を、４コマまんがとともに楽しく解説する。３は、
「Ｎｏ　ｐａｉｎ，ｎｏ　ｇａｉｎ．」「苦は楽の種」など、人生に役立つ英語と日本語のこと
わざを紹介。ことわざクイズ付き。

834.4 YA
やさしい英語のことわざ このことわざ、英語で
どう言うの？ ４ 文化のちがいがわかる英語の
ことわざ

くもん出版
英語のことわざの意味や使い方を、４コマまんがとともに楽しく解説する。４は、
「Ｍｉｇｈｔ　ｉｓ　ｒｉｇｈｔ．」「勝てば官軍」など、文化のちがいがわかる英語と日本語
のことわざを紹介。ことわざクイズ付き。

837 TE 天声人語 ２０１８春
朝日新聞論説委員室
／編 国際発信部／訳

原書房
『朝日新聞』のコラム「天声人語」２０１８年１～３月分を、情報サービスの配信サ
イト『Ａｓｔａｎｄ』掲載の英訳文とともに収録。本文漢字総ルビ、英文訳注、用語解
説、索引付。

902.3 KO 心に風が吹いてくる青春文学アンソロジー
高山 実佐／編 東 直子
／編 千葉 聡／編

三省堂
小説やエッセイから詩、短歌、俳句まで、若い読者に読んでほしい青春文学の
傑作を集めたブックガイド。友情、恋、家族、未来などのテーマ別に各作品を部
分掲載し、作品解説や、もっと読みたい人への読書案内などを掲載する。

911.1 KU ゆめのほとり鳥 九螺 ささら／著 書肆侃侃房
ドアスコープの魚眼レンズを覗いたら一滴のこの世が見えた　春を練りシナモン
ロールに焼き上げる仕方ないことを仕方なく思う　絶妙な言葉選びで今を詠う歌
人・九螺ささらの歌集。

911.3 NA
夏井いつきの世界一わかりやすい俳句の授
業

夏井 いつき／著 ＰＨＰ研究所
センスゼロでも作れます！　テレビなどで活躍する著者が教える俳句の入門書。
俳句の“ど素人”の生徒との対話形式で、俳句の基礎の基礎から丁寧に解説し
ます。『ＰＨＰ』連載に加筆・修正。

913.6 AS 悪玉伝 朝井 まかて／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
大阪の炭問屋の跡継ぎ問題。噂は江戸にまで届き、将軍・徳川吉宗や寺社奉
行・大岡越前守忠相の耳に入る一大事に。謂れなき罪に問われた吉兵衛は、己
の信念を貫くため、大勝負に挑む。『小説野性時代』連載を加筆し単行本化。

913.6 AS ＴＩＭＥＬＥＳＳ 朝吹 真理子／著 新潮社
恋愛感情のない結婚をしたうみとアミ。ぎこちない交配を経てうみは妊娠。やが
てアミは姿を消す。そして２０３５年、父を知らぬまま成長した息子のアオは旅先
の奈良で桜を見ていた…。『新潮』掲載を単行本化。

913.6 CH 崩れる脳を抱きしめて 知念 実希人／著 実業之日本社
神奈川の病院に実習に来た研修医の碓氷は、脳腫瘍を患う女性・ユカリと出会
い、心を通わせる。実習を終えた碓氷に、ユカリの死の知らせが届く。彼女はな
ぜ死んだのか？　幻だったのか？　そして明かされる衝撃の真実！？

913.6 FU 手のひらの音符 藤岡 陽子／著 新潮社
４５歳独身のデザイナー・水樹は、自社が服飾業から撤退することを知らされる。
途方に暮れる水樹のもとに、恩師の入院を知らせる電話が。お見舞いへと帰省
する最中、懐かしい記憶が甦り…。生きる痛みと歓びを描く長編小説。

913.6 HA むすびつき 畠中 恵／著 新潮社
前世の若だんなに会ったってぇ！？　自称「若だんなの生まれ変わり」という死神
が３人も長崎屋に乗り込んできた！　一太郎に何が？　「しゃばけ」シリーズ第１
７弾。『小説新潮』掲載を単行本化。

913.6 HA 雨降る森の犬 馳 星周／著 集英社
家族とのわだかまりを抱えた中学生の雨音は都会を離れ、蓼科に住む伯父のも
とに身を寄せる。そこには、ワルテルという犬がいて…。犬が導く喪失と再生の
物語。『小説すばる』連載を加筆・修正。

913.6 IN 誰も死なないミステリーを君に 井上 悠宇／著 早川書房
自殺、他殺、事故死など、寿命以外の“死”が見える志緒。そんな彼女を悲しま
せぬよう、僕は死が予期される秀桜高校文芸部の卒業生４人を、密室状態の孤
島に閉じ込めて救う！

913.6 KI 「はじめまして」を３０００回 喜多 喜久／著 幻冬舎
友達の少ないリケイ男子・恭介が、クラスの人気者・佑那から「告白」された。恭
介の生活にぐいぐい入り込んでくる奔放な美少女に“リケイのメンタル”が揺らぎ
始め、想いが“本当の恋”へと変わろうとしていた、そのとき…。



913.6 KI 路上のＸ 桐野 夏生／著 朝日新聞出版
幸せな日常を絶ち切られ、親に棄てられた女子高生たち。ネグレクト、虐待、Ｄ
Ｖ、レイプ、ＪＫビジネス…。３人の少女は酷薄な大人たちの世界を、しなやかに
踏み越えていく。『週刊朝日』連載を単行本化。

913.6 KO ある晴れた夏の朝 小手鞠 るい／著 偕成社
アメリカの８人の高校生が、日本に対するアメリカの原子力爆弾投下の是非に
ついて、原爆肯定派と否定派に分かれて討論する。日系アメリカ人のメイは、否
定派の１人として演壇に立つことになり…。

913.6 KU じっと手を見る 窪 美澄／著 幻冬舎
富士山を望む町で介護士として働く、かつて恋人同士だった日奈と海斗。東京に
住む宮沢と出会い、この町以外に思いを馳せる日奈。一方、海斗は同僚と仲を
深め町に縛り付けられていく…。『ＧＩＮＧＥＲ　Ｌ．』他掲載を書籍化。

913.6 MA 疾風の女子マネ！ まはら 三桃／著 小学館
“いい男狙い”で運動部マネージャーを志望した女子高生、咲良。そんな彼女
が、ある男子の走る姿に目を奪われ、陸上部に入部する。ひとめぼれした彼はリ
レー選手だった－。選手と共に成長していく咲良の姿を描いた青春物語。

913.6 MI 猫町くんと猫と黒猫 樒屋 京介／著 小学館
猫町くんは、人に化けられる特技で高校に通うことになる。そこで、東京から来た
黒猫と白い猫になってしまった先輩と出逢い、人間相手の恋に落ち…。尾道を疾
走する青春群像劇。

913.6 MO キッチン風見鶏 森沢 明夫／著 角川春樹事務所
三代続く老舗洋食屋「キッチン風見鶏」のウエイター翔平は、幽霊が見えてしまう
のが悩みのタネ。オーナーシェフ・絵里は、家族の健康を案じつつ空元気を出し
て奮闘中。人生を変える美味しい料理がつなぐ、やさしい絆の物語。

913.6 MU 死にたい、ですか 村上 しいこ／著 小学館
４年前、由愛が中１の時に兄がいじめが原因で自ら命を絶った。いまだに兄に固
執する母、アルコール依存症の父。崩壊寸前の家族をつなぎ止めたい由愛。彼
女のもがいた末の選択は…。いじめによる自死遺族の苦悩と葛藤を描く。

913.6 MU 星をつなぐ手 桜風堂ものがたり 村山 早紀／著 ＰＨＰ研究所
桜風堂書店を託され、昔の仲間たちとともに「四月の魚」をヒット作に導いた一
整。しかし地方の小さな書店では人気作の配本がなく、出版の営業も相手にして
くれない。そんな折、昔在籍していた書店のオーナーから呼び出され…。

913.6 NA 神に守られた島 中脇 初枝／著 講談社
沖縄のすぐそばにある沖永良部島。大戦末期、米軍機による激しい攻撃を受け
るが、島のこどもたちはいきいきと過ごしていた。そんなある日、島に特攻機が
不時着するという事件が起き…。『小説現代』連載を大幅に加筆修正。

913.6 NA ケーキ王子の名推理（スペシャリテ） ３ 七月 隆文／著 新潮社
ケーキ大好き女子高生・未羽は、修学旅行で訪れた沖縄で、高校生パティシエ
大広漣と知り合う。その積極的なお誘いに押されデートの約束をするが…。胸
きゅん青春ストーリー、第３弾。

913.6 NI 宵物語 西尾 維新／著 講談社
直江津高校の後輩の日傘星雨から聞いた、小学生女児誘拐事件の「噂」。阿
良々木暦は、八九寺真宵、忍野忍、斧乃木余接とともに調査をはじめるが…。
阿良々木暦の大学生編×怪異ミステリー！

913.6 ON 真夜中のパン屋さん 〔４〕 午前３時の眠り姫 大沼 紀子／著 ポプラ社
真夜中にオープンする不思議なパン屋さんに現れたのは、ワケアリ男女２人組。
居候女子高生の希実は、彼らが抱える不穏な秘密によって、不本意ながらも、ま
たまた事件に巻き込まれて…。シリーズ第４弾。

913.6 ON 真夜中のパン屋さん 〔５〕 午前４時の共犯者 大沼 紀子／著 ポプラ社
真夜中に開店する不思議なパン屋「ブランジェリークレバヤシ」に、手から白いハ
トを出す怪しげな中年男が現れる。それが店を揺るがす大騒動の幕開けだっ
た。一方、希実は母親と久しぶりの対面を果たすが…。シリーズ第５弾。

913.6 ON 真夜中のパン屋さん 〔６〕 午前５時の朝告鳥 大沼 紀子／著 ポプラ社
真夜中に開店する不思議なパン屋「ブランジェリークレバヤシ」。５年の歳月が経
ち、暮林や弘基には様々な変化が訪れていた。常連客である斑目やソフィアた
ちにとっても同様だった。そして、希実にとっても…。シリーズ最終巻。

913.6 SA ふたりぐらし 桜木 紫乃／著 新潮社
元映写技師の夫、信好。母親との確執を解消できないままの妻、紗弓。一緒にく
らすと決めたあの日から、少しずつ幸せに近づいていく。そう信じながら、ふたり
は夫婦になり…。『小説新潮』掲載に加筆・修正して単行本化。

913.6 TA ゆっくりおやすみ、樹の下で 高橋 源一郎／著 朝日新聞出版
赤の部屋には何があるの？　緑の部屋の肖像画は誰？　バーバの住む館の謎
をとき、「亡くなった人たち」と出会う、小学校５年生の少女のふしぎな冒険を描
く。今日マチ子の絵も多数収録。『朝日小学生新聞』連載を加筆し書籍化。

913.6 TA
５分後に恋の結末 友情と恋愛を両立させる３
つのルール

橘 つばさ／著 桃戸 ハ
ル／著 かとう れい／
絵

学研プラス
５分程度の時間で読めて、ラストにはあっと驚く意外な恋の結末が！　「受験生
の恋愛」「毎日が記念日」「彼の好きなもの」など、ピリッとする恋の教訓が満載
の連作短編集。

913.6 TA 送り火 高橋 弘希／著 文芸春秋
東京から山間の町に引越した中学３年生の歩。級友とも、うまくやってきたはず
だった。あの夏、河へ火を流す日までは…。自然は沈黙し、少年たちは血の遊戯
に熱狂する！　『文学界』掲載を単行本化。

913.6 TS 真夜中の子供 辻 仁成／著 河出書房新社
日本屈指の歓楽街・博多中洲。その街で真夜中を生きる無戸籍の少年がいた。
凶行の夜を越え、彼が掴みとった自らの居場所とは？　家族を越えた絆を描く。
『文芸』掲載を単行本化。

913.6 TS 片想い探偵追掛日菜子 辻堂 ゆめ／著 幻冬舎
追掛日菜子は舞台俳優・力士・総理大臣などを好きになっては、相手の情報を
調べ上げ追っかけるストーキング体質。事件に巻き込まれた好きな人を救うた
め、持ち前のストーキングスキルを駆使して解決の糸口を見つけ出すが…。

913.6 US 骨を弔う 宇佐美 まこと／著 小学館
骨格標本が発掘された、という新聞記事を見つけた豊は、小学生時代、仲間と
山中に骨格標本を埋めたことを思い出す。ある確かな手触りから「あれは本当に
標本だったのか」との思いを抱き、かつての仲間に会いに行くが…。

913.6 YO 十三階の神（メシア） 吉川 英梨／著 双葉社
国家の異分子を排除するためには、ときに非合法な捜査も厭わない警視庁の公
安秘密組織「十三階」。若き孤高の刑事・黒江律子が、地下鉄テロを起こした新
興宗教団体をぶっ潰す！　『小説推理』連載を単行本化。

913.6 YO 南西の風やや強く 吉野 万理子／著 あすなろ書房
親に言われるがまま難関中学をめざし、勉強づけの日々を送っていた伊吹。夏
の夜、思いがけない出会いが伊吹を変えていき…。２人の少年と１人の少女の
海辺の青春グラフィティ。『小説新潮』掲載に加筆し、書き下ろしを加える。

913.7 KA 歌丸ばなし 桂 歌丸／著 ポプラ社
滑稽噺も人情噺も。どうぞ一席お付き合いをお願い申し上げます－。桂歌丸の
名作落語集。「井戸の茶碗」「紙入れ」「紺屋高尾」など、大いに笑って時に切な
い全８席を、ネタの裏話とともに収録する。

913.7 KA 芸は人なり、人生は笑いあり 歌丸ばなし　２ 桂 歌丸／著 ポプラ社
ご隠居さんも、長屋の夫婦も。選りすぐりの古典落語、どうぞたっぷりお楽しみく
ださい－。桂歌丸の名作落語集。「後生鰻」「中村仲蔵」「ねずみ」など、お気に入
りの演目全８席を、ネタの裏話とともに収録する。



933.7 SH ハイペリオン　上
ダン・シモンズ著，酒井
昭伸訳

ハヤカワ文庫

933.7 SH ハイペリオン　下
ダン・シモンズ著，酒井
昭伸訳

ハヤカワ文庫

時は二八世紀、人類社会の辺境に位置する惑星ハイペリオン――今まさに、こ
の星にある謎の遺跡〈時間の墓標〉に封じられた、時を超越する怪物シュライク
が解きはなたれようとしていた。その謎を解明すべく送りだされた七人の巡礼者
が、旅の途上で語る数奇な人生の物語とは……


