2018年 ５月 新着図書
請求記号

書名

著者名

出版社

三宅 陽一郎／著 山本
筑摩書房
貴光／著

007.1

MI

高校生のためのゲームで考える人工知能

010.2

MI

シリアの秘密図書館 瓦礫から取り出した本で デルフィーヌ・ミヌーイ
東京創元社
図書館を作った人々
／著 藤田 真利子／訳

017.3

KA

017.3

KA

「なんでも学べる学校図書館」をつくるブックカ
タログ＆データ集 〔１〕 中学生１，３００人の探 片岡 則夫／編著
究学習から
「なんでも学べる学校図書館」をつくるブックカ
タログ＆データ集 ２ 中学生２，０００人の探究 片岡 則夫／編著
学習とフィールドワーク

内容紹介
「人工知能」を考えることは、「知性」とは何か、「人間」とは何かを考えること。気
鋭のゲームクリエイター２人が、ゲームのつくり方を通して人工知能の仕組みを
解説する。
シリアの首都ダマスカス近郊の町ダラヤで、政府軍に包囲された人々。建物が
破壊され、隣人が犠牲となる極限状況下、彼らは本を糧にして生きた…。図書館
に安らぎを、本に希望を見出した人々を描くノンフィクション。

少年写真新聞社

学校図書館にはどんな本が必要で、探究学習の授業はどう進めたらよいのか。
生徒に人気の５０テーマに絞り、具体的な学習内容のチャートと解説をつけた
ブックカタログと、探究学習の授業の実際を紹介する。

少年写真新聞社

学校図書館にはどんな本が必要で、探究学習の授業はどう進めたらよいのか。
生徒に人気の５０テーマに絞り、具体的な学習内容のチャートと解説をつけた
ブックカタログと、フィールドワークの意義や指導のポイントを紹介する。

苫野 一徳／著

筑摩書房

なぜ人を殺してはならないの？ 生きる意味とは何だろう？ 人生の問いから社
会の難問まで、力強く「解き明かす」哲学的思考の“奥義”を、あますところなく伝
授する。『ｗｅｂちくま』連載を修正の上、加筆して新書化。

104

TO はじめての哲学的思考

104

TO

子どもの頃から哲学者 世界一おもしろい、哲
苫野 一徳／著
学を使った「絶望からの脱出」！

大和書房

便所飯のパイオニア、躁ウツ８年間、人類愛教の教祖さま…どんなにこじらせて
も、絶望したとき人は前に進める！ 哲学に出会うことで“救われた”著者が、自
らの半生を振り返りつつ、哲学の知恵の数々を語る。

114.2

IS

僕がロボットをつくる理由 未来の生き方を日
常からデザインする

石黒 浩／著

世界思想社

ロボットやＡＩで、私たちの生活はどう変わるか？ ロボット研究の第一人者・石
黒浩が、衣食住から恋愛・仕事・創造の方法まで、「新しい世界を拓く楽しさ」と
人生を語る。未来の生き方や、著者がつくりたい未来にも触れる。

193

SE

聖書人物おもしろ図鑑 新約編

中野 実／監修 古賀 博／編 真
壁 巌／編 吉岡 康子／編 金
斗鉉／イラスト

日本キリスト教団出版
局

大人も子どもも楽しめる新約聖書入門書。新約聖書に登場する人物を楽しいイ
ラストで簡潔に紹介。背景説明、地図や系図も収録し、新約聖書の世界が一望
できる。

289.1

IN

天と地を測った男 伊能忠敬

岡崎 ひでたか／作 高
田 勲／画 伊能忠敬記 くもん出版
念館／監修

最新の研究結果をもとに、忠敬を測量にかりたてた時代の流れや、周囲の人々
まで含めた大きな視野から、新しい「伊能忠敬」を描く。図版資料も豊富に使用。
子どもと大人が共有できる児童文学。

304

TE

転換期を生きるきみたちへ 中高生に伝えてお
きたいたいせつなこと

内田 樹／編 岡田 憲治／著 小
田嶋 隆／著 加藤 典洋／著 白
井 聡／著 他

晶文社

世の中の枠組みが変化し、既存の考え方が通用しない歴史の転換期に、中高
生に「これだけは伝えたい」という知見を集めたアンソロジー。言葉の力、憲法、
愛国心…。若者たちにこれからの時代を生きるための知恵と技術を伝える。

334.3

JI

人口減少社会の未来学

内田 樹／編 池田 清彦／著 井
上 智洋／著 内田 樹／著 小田
嶋 隆／著 姜 尚中／著 他

文芸春秋

２１世紀末の総人口は６０００万人と推計されている日本。社会のかたちはどう変
わってゆくのか。それに対して何ができるのか。何をなすべきか。１１人の論者が
人口減少社会に起きると予測される出来事と、対処法を論じる。

361.4

YO 日本人はなぜ存在するのか

與那覇 潤

集英社文庫

グローバル化し、価値観が多様化した今の社会で求められるのは、歴史や文化
のまったく異なる相手に、物事を伝える能力だ。様々なアプローチで見つめた知
的刺激に溢れた、まったく新しい日本&日本人論!

361.5

OK くらべる世界

おかべ たかし／文 山
出 高士／写真

東京書籍

フランスのジャンケンは出す手が４種類！？ 「朝ごはん」や「カレンダー」「ネク
タイ」など３３項目を取り上げ、「日本とアメリカ」「イギリスとフランス」といった２カ
国間での違いを写真でくらべて解説する。

361.8

KI

日本の分断

吉川 徹

光文社新書

団塊世代の退出後、見えてくるのは新たな分断社会の姿だった-。計量社会学
者が最新の社会調査データを元に、大卒層と非大卒層の分断の深刻さに注目し
ながら、社会を支える現役世代の意識と分断の実態を描き出す。

371.1

TO

勉強するのは何のため？ 僕らの「答え」のつ
苫野 一徳／著
くり方

日本評論社

なんで勉強しなきゃいけないの？ この問いを切実に抱いているすべての子ども
と、途中で考えるのをやめてしまったすべての大人のための本。誰も答えられな
いこの疑問に、哲学を使って「納得解」を出す。

372.1

KO アクティブラーニング

講談社現代新書

学力は向上するのか。学力格差はどうなるのか。学校や教師の負担は…。新学
習指導要領がもたらす未来は、本当にバラ色なのか? 明治から平成に至る教育
史を辿りながら、2020年実施の改革の問題を探る。

375.9

KO こんなに変わった！小中高・教科書の新常識 現代教育調査班／編

青春出版社

「士農工商」の記述が２０００年から消えた、「哺乳類は爬虫類から進化した」は
昔の常識…。昭和世代が意外に知らない新旧の教科書と学校生活の違いを明
らかにする。大人が読んで面白いイマドキ教科書の最新事情が満載。

小針 誠

404

SA

図解身近にあふれる「科学」が３時間でわかる
左巻 健男／編著
本 思わずだれかに話したくなる

明日香出版社

羽根のない扇風機はどうやって風を出しているの？ ロボット掃除機の頭脳はど
うなっているの？ 紫外線はカルシウムの吸収を助けるの？ 身近にある物事
のしくみや、技術発展を支える科学をやさしく解説する。

410.2

TA

数学をつくった天才たち

辰巳出版

アルキメデス、ニュートン、ガウス、オイラー、ガロア、小平邦彦、ペレルマン…。
歴史に名を刻んだ偉大なる数学者たちの人となりを表すエピソードを、わかりや
すい理論解説とともに紹介する。

480.4

KU 家の中のすごい生きもの図鑑

480.4

SA

486

490.1

立田 奨／著

久留飛 克明／文 村林
山と渓谷社
タカノブ／絵

図解身近にあふれる「生き物」が３時間でわか
左巻 健男／編著
る本 思わずだれかに話したくなる

明日香出版社

外壁や軒下にいるニホンヤモリ、ベランダにいるハシブトガラス、庭にいるクマバ
チ…。最も身近にいながら、意外と知らない家の中にすむ奇妙な生きものたち全
６４種が、自らの暮らしぶりを語る。彼らとの付き合い方もわかる本。
地球史上最大の昆虫はトンボだった？ 伝書鳩はなぜ手紙を届けられるの？
カルガモはなぜ春になると引っ越しするの？ 身のまわりにいる生き物のナゾを
解き明かす。

KO みんなの昆虫学校

こんちゅうクン（北野伸 (株)くまふメディア制作
雄）
事務所

磐田市竜洋昆虫自然観察公園20周年記念企画

KO ＱＯＬって何だろう 医療とケアの生命倫理

小林 亜津子／著

人生１００年時代の「よく生きる」とは？ ＱＯＬという生命倫理のキーワードを議
論の起点として、高齢者の「フレイル」や「地域包括ケア」「看取り搬送」などをめ
ぐる、現代社会が直面しつつある課題を考察する。

筑摩書房

誰もが気になる「値段」の謎を徹底調査！ ￥２７０と￥１０００の海苔、￥９０００
と￥２００００の包丁など、同じ品目でありながら値段が異なる２品を比較し、写
真とともに、その違いがどこにあるかを解説する。

675.1

OK くらべる値段

おかべ たかし／文 山
出 高士／写真

726.1

BA 化学探偵Ｍｒ．キュリー

ばたこ／漫画 喜多 喜
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
久／原作

研究捏造、ホメオパシー、人体実験、隠蔽、政治的闘争－大学に潜むあらゆる
闇を暴くのは、天才の名を冠するひとりの准教授だった。卓越した知識と鋭敏な
頭脳で描き出す化学ミステリ！

726.1

SU コウノドリ ２２

鈴ノ木 ユウ／著

講談社

N県に帰った四宮が見たものは、崩壊寸前の医療体制と、幼なじみの妻の妊
娠、そして大切な人が苦しむ姿だった。“災害”という非日常を故郷で過ごしたあ
と、ペルソナに戻った四宮は、ある決意を固める――。

837.8

TH

中学英語で日本を紹介する本

デイビッド・セイン／著

河出書房新社

英語で道案内する、外国人と一緒に出かける、外国人を自宅へ招く…。中学で
習う単語や文法を活用した英会話を紹介。ネイティブ・スピーカーによるＭＰ３音
声をダウンロードできるＱＲコード付き。

913.3

MU

源氏物語の教え もし紫式部があなたの家庭
教師だったら

大塚 ひかり／著

筑摩書房

姫君の家庭教師・紫式部の教育方針とは？ 男女の出会いから婚姻に至るやり
取りまでを克明に描いた「源氏物語」の実用性に光を当て、作者・紫式部が物語
に込めた思いや知恵、女子が幸せになる方法などを紹介する。

913.6

AO 鬼はもとより

青山 文平

徳間文庫

戦のない時代、最大の敵は貧しさ。食えずに人が死んでゆく最貧小藩の経済立
て直しは可能なのか? 表向きは万年青売りの浪人、実はフリーの藩札コンサル
タントの抄一郎が命を懸けて藩経済の立て直しに挑む。

913.6

AR 小説ちはやふる 上の句

末次 由紀／原作 有沢
講談社
ゆう希／著

綾瀬千早は高校入学と同時に、競技かるた部を作ろうと奔走する。幼馴染の太
一と仲間を集め、夏の全国大会に出場し、幼い頃にかるたを取り合った、新と再
会するために…。２０１６年３月公開映画のノベライズ。

913.6

AR 小説ちはやふる 下の句

末次 由紀／原作 有沢
講談社
ゆう希／著

圧倒的な強さを誇る高校生かるたクイーン・詩暢の存在を知り、闘志を激しく燃
やす千早。しかし個人戦対策に夢中になるあまり、太一から厳しい言葉を浴びせ
られて…。２０１６年４月公開映画のノベライズ。

913.6

AS

浅田 次郎／著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

日中戦争の最中。従軍作家として北京にいた流行探偵作家の小柳逸馬は、突
然の要請で前線へ向かうことに。万里の長城、張飛嶺で待っていたのは、分隊１
０名全員死亡という大事件だった－。『小説野性時代』掲載を単行本化。

913.6

CH 祈りのカルテ

知念 実希人／著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

内科、外科、小児科、救急科…。初期臨床研修で様々な科を回っている新米医
師の諏訪野良太は、患者たちが抱える問題に耳を傾け、解決の糸口を懸命に
探し…。連作医療ミステリ。『小説野性時代』掲載に加筆し単行本化。

913.6

FU

おんみょう紅茶屋らぷさん 〔１〕 陰陽師のいる
古野 まほろ／著
お店で、あなただけの一杯を

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

人気の街、吉祥寺の不思議な紅茶屋。店主は、優しい微笑みでお客さんを迎え
る、その実ちょっぴり辛辣なところもある陰陽師の青年。それぞれの道で戸惑う
人たちに、明日をひらく魔法の紅茶、お淹れします。

913.6

FU

おんみょう紅茶屋らぷさん 〔２〕 式神のいるお
古野 まほろ／著
店で、おかわりをどうぞ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

吉祥寺の街角で、あたたかな空気に満ちた紅茶屋に出会えたなら、店主はきっ
と、優しい微笑みであなたを迎えてくれるはず…。そこは陰陽師のいる不思議な
紅茶屋。明日をひらく魔法の紅茶をお淹れします。

913.6

GO ５分後に恋するラスト

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。「あふれる」「放
課後スピーチ」など、恋愛を描いた１０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分後に笑えるどんでん返し

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。「美術展にて」
「初めてのＳＮＳ」など、読めばすぐに「脱力」確定の１５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

HA 都会（まち）のトム＆ソーヤ １５ エアポケット

はやみね かおる／著
にし けいこ／画

講談社

定期テストが終わったばかりの、のんびりした雰囲気の中学校に、２人の教育実
習生がやってきた。ナイスバディの美人（？）と、もうひとりはあのゲームクリエイ
ター集団のメンバー？！ にわかに、あぶない予感が…。

913.6

HA

ニーチェが京都にやってきて１７歳の私に哲学
原田 まりる／著
のこと教えてくれた。

ダイヤモンド社

ニーチェ、キルケゴール、ショーペンハウアーが現代人の姿になって現れた！
京都を舞台に、人生の意味を追求する哲学の巨人たちと、１７歳のアリサの成長
を描く感動ストーリー。切り取り式の「哲学者のｖｏｉｃｅ」付き。

913.6

IB

天の花

伊吹 有喜／著

ポプラ社

幼少期に常夏荘に引き取られた耀子。１８歳になったとき、誰にも告げずに常夏
荘をあとにした。バスの中で思い出すのは４年前のあの夏、立海と過ごした日々
…。「なでし子物語」シリーズ。『ａｓｔａ＊』連載を加筆、修正。

913.6

KA

香月 美夜／著

ＴＯブックス

約２年間の眠りから目覚めたローゼマインは、貴族になるための学校「貴族院」
へ入学することに…。『小説家になろう』発の作品。書き下ろし番外編２本＋描き
下ろし４コマ漫画＋第２回人気キャラクター投票結果も収録。

913.6

KA

香月 美夜／著

ＴＯブックス

貴族院に入学したローゼマインは図書館に通いたい一心で、勉強に試験に大奮
闘。そんな折、大領地ダンケルフェルガーの学生と衝突が勃発！ 『小説家にな
ろう』発の作品。書き下ろし番外編２本＋描き下ろし４コマ漫画も収録。

913.6

KA

ウィステリアと三人の女たち

川上 未映子／著

新潮社

真夜中、解体されゆく家へ入りこんだわたしに、女たちの失われた時がやってく
る。三月の死、愛おしい生のきらめき、ほんとうの名前、めぐりあう記憶…。人生
のエピファニーを鮮やかに掬いあげる。全４編を収録。

913.6

KA

確率捜査官御子柴岳人 〔３〕 ファイヤーゲー
ム

神永 学／著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

「特殊取調対策班」の新米カタブツ刑事・友紀とコンビを組む、イケメン毒舌天才
数学者・御子柴岳人。彼らは連続放火事件への捜査協力を依頼される。御子柴
は７つの事件現場の情報を解析し、容疑者の特定を目指すが…。

913.6

KI

さざなみのよる

木皿 泉／著

河出書房新社

小国ナスミ、享年４３歳。息をひきとった瞬間から、その死は湖に落ちたひと雫の
波紋のように、家族や知人へと広がっていき…。命のまばゆいきらめきを描いた
感動と祝福の物語。５年ぶりの小説、第２作。

913.6

KO 罪人が祈るとき

小林 由香／著

双葉社

３年連続で同じ日に自殺者が出たため「１１月６日の呪い」と噂される町。いじめ
に遭い、この日に相手を殺して自分も死ぬつもりでいた少年は、公園でピエロに
出会い…。ヒューマンミステリー。『小説推理』連載を加筆し書籍化。

913.6

KO 房総グランオテル

越谷 オサム／著

祥伝社

南房総・月ケ浦の高校２年生、藤平夏海は、民宿「房総グランオテル」の看板
娘。従姉妹のハルカと、オフシーズンにしかできない客室でのお泊まり会をしよう
とするが、お客さんたちの様子がどこかおかしくて…。

913.6

MI

宮部 みゆき／著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

塩断ちが元凶で“行き逢い神”を呼び込み、身も凍る不幸を招いた「開けずの間」
など、全５話を収録した江戸怪談集。『北海道新聞』ほか連載作品に、『小説野
性時代』掲載の「金目の猫」を加えて単行本化。

長く高い壁

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〔１〕 貴族院の自
称図書委員 １
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〔２〕 貴族院の自
称図書委員 ２

あやかし草紙 三島屋変調百物語伍之続

東京書籍

913.6

NA キズナキス

梨屋 アリエ／著

静山社

もしも、他人の心が覗けたら、不安はなくなるだろうか。もしも、心を完全に閉ざ
すことができたら、他人に傷つけられることもなくなるだろうか－。少女たちの抱
える孤独と閉塞感をリアルにとらえた長編小説。

913.6

NI

最後の医者は雨上がりの空に君を願う 上

二宮 敦人／著

ＴＯブックス

患者に余命を受け入れる道もあると言い切る医者・桐子。一方、かつての同僚・
福原は患者の「延命」を諦めない。そんな２人が、ある難病の恋人同士を前に再
会を果たし…。読む者に生き方を問い直す、医療ドラマ第２弾。

913.6

NI

最後の医者は雨上がりの空に君を願う 下

二宮 敦人／著

ＴＯブックス

少年時代に入退院を繰り返し、ただ生きるだけの日々を過ごしていた桐子。だ
が、一人の末期癌患者－幼き福原の母との出会いが彼を変えた。なぜ人は絶
望を前にしても諦めないのか。読む者に生き方を問い直す、医療ドラマ第２弾。

913.6

NI

奏弾室

仁木 英之／著

徳間書店

音の良し悪しがわからなくなった青年。しかし、ある日、ピアノの音に誘われ、美
しい女性に出会い…。ミステリアスでファンタジックな物語。『読楽』掲載に書き下
ろしを加えて単行本化。

913.6

NI

掟上今日子の色見本

西尾 維新／著

講談社

掟上今日子が誘拐された。突然の脅迫電話を受けた、置手紙探偵事務所唯一
の従業員・親切守は、手探りで捜査を開始する。一方、今日子は犯人のもとで目
を覚まして…。忘却探偵シリーズ第１０弾。

913.6

OC マイナス・ヒーロー

落合 由佳／著

講談社

バドミントン部の海は万年銀メダルの中２。同級生の凪人は、体が弱くてバドミン
トンを諦めた過去がある。体育の授業で海は凪人を強引に誘い、ダブルス対決
をすることに。それがきっかけで凪人は部活のマネージャーになり…。

913.6

OS モモコとうさぎ

大島 真寿美／著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

モモコ、２２歳。就活に失敗して、バイトもクビになって、そのまま大学卒業。もし
かして私、誰からも必要とされてない？ 寄るべなく放浪を重ねるモモコが行き着
く先は－。現代を生きる若者の、憂鬱と活路を描く青春放浪記。

913.6

RE

あたしの、ボケのお姫様。

令丈 ヒロ子／著

ポプラ社

お笑い芸人志望、相方募集中のまどかの前に、天然ボケの天才みたいなコが現
われた。中学生お笑いコンビ「るりりと水口さん」ついにデビュー！？ 真剣で、
繊細で、悩みが多い２人の、明るくて力強い青春ストーリー。

913.6

SA

二十歳（はたち）の君がいた世界

沢木 まひろ／著

宝島社

夫を病気で亡くした５０歳の専業主婦・清海は、バブルに沸く１９８６年の渋谷に
タイムスリップしてしまった。そこで若き夫、２０歳の自分と出会う。ある殺人事件
の謎を解くことで、元の世界に戻ろうとするが…。

913.6

SU けしゴムいるかの「キュー」

鈴木 泉

(株)遠鉄ストア

第25回 遠鉄ストア童話大賞 受賞
少女とペットの消しゴムイルカの楽しい物語。

913.6

YO レイン １５ 攻勢に出る

吉野 匠／著

星雲社（発売）

上将軍レインは、魔族による無差別攻撃を止めるために、魔族軍の指揮官であ
るミライに狙いを定めた。彼女を捕らえて人質とし、魔王と直接交渉をするため
に、ミライがいるクリスタルパレスへ奇襲をかける－。見返しに地図あり。

914.4

KA

こころに響く方丈記 鴨長明さんの弾き語り

木村 耕一／著 黒沢 葵／イラス
ト

１万年堂出版

ゆく川の水のように、幸せも、悲しみも流れていきます－。鴨長明が語りかけてく
るように、「方丈記」を分かりやすく意訳する。巻末に原文を全文掲載するほか、
京都・方丈庵の現地ルポ、美しいカラー写真、イラストも収録する。

914.6

CH

中学生までに読んでおきたい哲学 ３
うその楽しみ

松田 哲夫／編

あすなろ書房

星新一「約束」、米原万理「北風と太陽」など、中学生までに読んでおきたい、「う
そ」をテーマにした話を収録。小学５年生以上の漢字にルビをふり、見やすい図
版入り脚注を付ける。松田哲夫による解説も掲載。

914.6

CH

中学生までに読んでおきたい哲学 ５
自然のちから

松田 哲夫／編

あすなろ書房

宮沢賢治「やまなし」、湯川秀樹「自然と人間」など、中学生までに読んでおきた
い、「自然のちから」をテーマにした話を収録。小学５年生以上の漢字にルビをふ
り、見やすい図版入り脚注を付ける。松田哲夫による解説も掲載。

914.6

SA

中年だって生きている

酒井 順子

集英社文庫

「中年ではあるが、おばさんではない」と思っている新種の中年=バブル世代。人
生70年時代には考えられなかった、長い生乾き時代を生きなくてはならない中年
達の苦悩やジタバタを綴ったエッセイ。

