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336.2 RA 戦略を形にする思考術
ロバート・ラスムセン
著，蓮沼 孝編著，石原
正雄編著

徳間書店
レゴブロックを用い、頭のなかの価値観やビジョンを可視化し、コミュニケーショ
ン能力や問題解決能力のアップを目指す「レゴシリアスプレイ」。メソッドの解説
をはじめ、開発の背景や実例などを紹介する。

913.4 HE 平家物語　ビギナーズ・クラシックス 角川書店編 角川ソフィア文庫
12世紀末、6年間に及ぶ源平の争乱は幕を閉じた。戦いの中にある愛と死のドラ
マ、人間の哀歓を描く一大戦記である「平家物語」。この壮大な歴史ロマンをしっ
かり理解するための一冊。

7.1 SU 動物と機械から離れて 菅付 雅信 新潮社
AIは人を幸福にするか? 急速に発展するAIの行方と、それによって変化を余儀
なくされる「幸福の追求」をめぐり、世界中の科学者や起業家、思想家に人類の
未来を問う。『WIRED.jp』連載に書き下ろしを追加。

304 OC 2030年の世界地図帳 落合 陽一 SBクリエイティブ
2030年に向けてのビジョンを作るために必要なデジタル地政学の考え方とは。
SDGs、GAFAM、中国、サードウェーブの世界を豊富な地図やグラフで俯瞰し、
わかりやすく解説する。池上彰との対談も収録。

370.4 KA 学力と階層 苅谷 剛彦 朝日文庫
「学習資本」の階層差がますます拡大する日本の教育。90年代以降、迷走を続
けた教育政策を豊富なデータとともに検証しつつ、「出身階層」という社会的条件
の違いが子どもたちにもたらす決定的な差について警鐘を鳴らす。

481.3 US
先生、ウンチとれました 野生動物のウンチの
中にある秘密

牛田 一成／著 さ・え・ら書房
アフリカ奥地の森でゴリラに怒られ、ゾウに追いかけられても、ただひたすら探し
求めるものは…。腸の中にある細菌から動物の生命の秘密に迫る、動物のウン
チ博士＝腸内細菌学者によるワイルドでアカデミックなウンチ本。

519.4 RO
プラスチック・スープの地球 汚染される「水の
惑星」

ミヒル・ロスカム・アビン
グ／著 藤原 幸一／監
訳

ポプラ社
プラスチック汚染問題は、世界中で取り組むべき最も重要な環境問題のひとつ。
プラスチック汚染のある場所や、その原因を取り上げ、プラスチック汚染を地球
からぬぐい去るための、希望ある取りくみを紹介する。

519.7 FU プラスチック惑星・地球 藤原 幸一／写真と文 ポプラ社
もはや地球は、「水の惑星」ではなく「プラスチック惑星」になりつつある。サルの
親子の視点から、豊富な写真でプラスチックごみがあふれる地球の本当の姿に
迫る。巻末に解説「地球に広がるプラスチック」も収録。

31 GE 現代用語の基礎知識 ２０２０ 自由国民社／編集 自由国民社
政治、世界情勢、経済、時代・流行などのジャンル別に、知っておきたい現代用
語を解説する。「２０２０年東京オリンピック・パラリンピック」等を特集するほか、
ニュースのおさらいも掲載。

172 UC 宇宙一やさしい！日本の神様図鑑 島田 裕巳／監修 洋泉社
天照大御神、弁財天、安倍晴明…。日本の神様はどういったかたちで生まれ、ど
んな役割を果たしたのか。どういったご利益を与えてくれるのか。おもしろいエピ
ソードを交えながら、イラストも使ってわかりやすく解説する。

304 BU 文芸春秋オピニオン２０２０年の論点１００ 文芸春秋
愛子天皇を認めるべきか、安倍長期政権がもたらした弊害、五輪後に始まる３
つの悪夢…。２０２０年の最重要論点を、「韓国という憂鬱」「令和のニュース
ター」などに分類して論じる。藤崎彩織、中川翔子のエッセイも収録。

304 OM
日本の論点 Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ　ａｎｄ　Ｓｔｒ
ａｔｅｇｉｃ　Ｔｈｉｎｋｉｎｇ ２０２０～２１

大前 研一／著 プレジデント社
ＡＩ時代に不可欠な新しい教育システム、老害財界が進める原発再開のロビー
活動、密約外交の落とし穴…。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。

304 TA
２１．５世紀　僕たちはどう生きるか？ アニメ
のＳＦ考証家が描く未来のカタチ

高島 雄哉／著 講談社
２０４９年、２１．５世紀の世界は、ＡＩとＢＩに支えられた、労働から解放された万人
不老不死社会に！？　医療、旅行、食品、金融、住宅など各分野が具体的にど
う変わっていくのか、様々な取材に基づいてＳＦ的に解説する。

312.1 RE 令和改元の舞台裏
毎日新聞「代替わり」取
材班／著

毎日新聞出版
「令和」への改元準備は、「平成」改元の頃からすでに始まっていた。その重責を
担ったのが、国立公文書館の公文書研究官である男性だった。改元までの軌跡
を追ったノンフィクション。『毎日新聞』掲載記事を中心に再構成。

365.3 OS
芝園団地に住んでいます 住民の半分が外国
人になったとき何が起きるか

大島 隆／著 明石書店
日本人と外国人が同じ場所で暮らすとき、何が起きるのか。住民にはどのような
感情が生まれるのか－。住民の半数余りが外国人、そのほとんどを中国人が占
める埼玉県川口市の芝園団地で暮らす、ひとりの住民の記録。

380.4 YA 柳田国男 ささやかなる昔 柳田 国男／著 平凡社
伝説を愛する心は自然を愛する心に等しい－。「海女部史のエチュウド」「木綿
以前の事」など、日本民俗学の父が全国を渉猟して綴った随筆を精選。もっと柳
田国男を知りたい人のためのブックガイド付き。

450 GR
ＯＲＩＧＩＮＳ 原始の地球、創造の４０億年を巡
る旅

オリヴィエ・グリューネ
ヴァルト／写真 ベルナ
デット・ジルベルタ／文
神奈川県立生命の星・
地球博物館／監修 田

ポプラ社
岩と水と空気が織りなす地球の美しさ、そこで営まれる命が輝く一瞬…。この絶
景を、私たちは守れるだろうか？　天地創造を彷彿とさせる未開の自然の美しさ
をとらえた写真集。用語コラムやブックリストも収録。

913.6 AS 大名倒産 上 浅田 次郎／著 文芸春秋
泰平の世に積もりに積もった大借金に嫌気のさした先代は、縁の薄い末息子に
腹を切らせて御家幕引きを謀る。そうとは知らぬ若殿に次々と難題が降りかかり
…。『文芸春秋』連載を書籍化。

913.6 AS 大名倒産 下 浅田 次郎／著 文芸春秋
若殿は倒産阻止を決意するが、家臣共々の努力も焼け石に水。伝家の宝刀「お
断り」で借金帳消しの不名誉を被るしかないのか。万策尽きた若殿に、七福神も
手助けをし…。『文芸春秋』連載を書籍化。

913.6 HA ＡＩ崩壊
入江 悠／脚本 浜口 倫
太郎／著

講談社
２０３０年、日本は投薬から治療、体調管理までを担うＡＩに社会を委ねていた。し
かし一転、何者かに暴走させられたＡＩは、命の選別を始める。天才科学者・桐
生に止められるのか…。同名映画をもとに書き下ろして文庫化。

913.6 KA 世界が僕らを嫌っても 片山 恭一／著 河出書房新社
父による母殺しの十字架を背負うサヤ、性同一性障害のタシケ、父親の非業の
死で言葉を失ったクチナシ。三人の偶然の出会いから運命の歯車が動き出し
…。「世界の中心で、愛をさけぶ」著者がおくる、奇跡の出会いと感動の物語。

913.6 MO 水曜日の手紙 森沢 明夫／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
水曜日の出来事を記した手紙を送ると、見知らぬ誰かの日常が綴られた手紙が
届く「水曜日郵便局」。直美は理想の自分になりきって手紙を出すが…。水曜日
観測所の企画をモチーフにした物語。『日刊ゲンダイ』連載を書籍化。
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913.6 NA 勿忘草の咲く町で 安曇野診療記 夏川 草介／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
命の尊厳とは何か？　高齢の患者が多い地方の小規模病院で、答えのない問
いに必死で向き合う若き研修医と看護師の奮闘を描いた連作短編集。『小説野
性時代』掲載に書き下ろしを加えて書籍化。

913.6 NU タスキメシ－箱根－ 額賀 澪／著 小学館
あの真家早馬が「駅伝」の世界に戻ってきた！　大学卒業後、いったんは就職し
た早馬は、弱小・紫峰大学駅伝部のアシスタントコーチとして、部員たちと箱根駅
伝初出場を目指すことになり…。

913.6 OG 約束された移動 小川 洋子／著 河出書房新社
ハリウッド俳優Ｂの泊まった部屋からは、決まって１冊の本が抜き取られていた。
Ｂからの無言の合図を受け取る客室係。こうして書棚の秘密はふたりだけのも
のになった…。６篇を収録した短篇集。『文芸』ほか掲載を書籍化。

913.6 OI シャガクに訊け！ 大石 大／著 光文社
社会学部の松岡えみるは、上庭先生の学生相談室の補佐をすることに。先生は
評判とは違い社会学の知識をもって、思いもよらぬ解釈をみせる。えみるはすっ
かり社会学の虜になるが…。楽しくてためになる青春×ミステリー。

913.6 OR 記憶屋０ 織守 きょうや／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
つらい記憶を消してくれる都市伝説の怪人、記憶屋。交通事故の記憶に苦しみ、
記憶屋を探す美月と出会った高原。その実在に半信半疑だったが、病院である
宣告を受けて…。切ない青春ノスタルジックホラーのスピンオフ作品集。

913.6 SU ブラック・マリア 鈴川 紗以／著 幻冬舎
義父に強姦された夜、彼女は地獄で生きる覚悟をした…。孤高の建築家マリア
の光と影を描いた書き下ろしの表題作ほか、『Ｈａｎａｋｏ』掲載の「ルカの麒麟」を
併録する。

913.6 TA セバット・ソング 谷村 志穂／著 潮出版社
ここでは誰もが一番ほしいのは、どれだけ望んでも手に入らない親の愛なのだ
－。北海道の児童自立支援施設を舞台に、人は変われるかを問う青春小説。実
在の施設を取材し繊細な心を描いた著者の新境地。『潮』連載に加筆・修正。

913.6 TE 夜が暗いとはかぎらない 寺地 はるな／著 ポプラ社
大阪近郊にある暁町。閉店が決まった「あかつきマーケット」のマスコット・あかつ
きんが突然失踪した。かと思いきや、町のあちこちに出没し、人助けをしているら
しく…。『ａｓｔａ＊』掲載に書き下ろしを追加して単行本化。

913.6 TS 卒業タイムリミット 辻堂 ゆめ／著 双葉社
高校の英語教師・水口里紗子が誘拐され、７２時間後に始末するとネット動画で
予告された。３年生の黒川たち４人のもとに犯人から挑戦状が届くが、誰もが教
師との間に問題を抱えていて…。『小説推理』連載を単行本化。

913.6 YA ヤオと七つの時空（とき）の謎

芦辺 拓／編著 獅子宮
敏彦／著 山田 彩人／
著 秋梨 惟喬／著 高井
忍／著 安万 純一／著
柄刀 一／著

南雲堂
歴史を映す〈鏡〉が崩壊したとき、世界は狂い始めた。ただ一人異変を免れた本
好きの少女ヤオは、飛び散った〈鏡〉のかけらを集め、平穏を取り戻すべく時空
の旅に出発する－。７人の作家が紡ぐ歴史ミステリーアンソロジー。

913.6 YU みちづれの猫 唯川 恵／著 集英社
実家の猫に死期が近いことを母親から知らされ、私は東京から金沢に向かうが
…。「ミャアの通り道」をはじめ、猫に寄り添われ救われてきた女性たちを描く７編
の短編集。『小説すばる』等掲載をまとめて単行本化。

923.7 RI 雪が白いとき、かつそのときに限り
陸 秋槎／著 稲村 文吾
／訳

早川書房
冬の朝の学生寮で少女が死体で発見された。白い雪に覆われた地面には足跡
がなく、警察は自殺として処理する。５年後、事件の噂が校内に広がり生徒会長
の馮露葵が調査を始めた。そんな折、５年前と酷似した殺人事件が発生し…。

913.6 SA レディオワン
斉藤 倫／著 クリハラ
タカシ／画

光村図書出版
思いがけず言葉を話せるようになったいぬのジョン。そんなジョンがラジオのＤＪ
となって、にんげんたちに語りかけ…。『飛ぶ教室』掲載に書き下ろしを加えて単
行本化。

367.9 OT
大人になる前に知る性のこと 他人を尊重し、
自分を大切にする

加納 尚美／編著 鈴木
琴子／編著

ぺりかん社
恋愛や妊娠・出産など、人生で直面する「性」への疑問に答え、「性」との向き合
い方を伝授。医療機関・相談窓口の利用の仕方、性感染症や性暴力などへの
対処法も解説する。「大人になる前に知る命のこと」の姉妹本。

375 TA
探究に役立つ！学校司書と学ぶレポート・論
文作成ガイド

東京都立高等学校学
校司書会ラーニングス
キルガイドプロジェクト
チーム／編著

ぺりかん社
「レポート・論文とは」という最初の一歩から、レポート・論文を完成させ、最後に
発表するまでの探究スキルを幅広くレクチャー。学校図書館を活用するための
方法を、具体的に紹介する。

779.1 KO 講談師・浪曲師になるには
小泉 博明／著 稲田 和
浩／著 宝井 琴鶴／編
集協力

ぺりかん社
独特な語りの魅力で人気復活の兆しを見せている講談師・浪曲師の世界を紹
介。その歴史や現状、師匠選びから入門、真打にいたるまでの道のりも詳しく解
説する。女性講談師や夫婦で活躍中の浪曲師・曲師らのドキュメントも収録。

913.6 IZ 劇場版アニメぼくらの７日間戦争
宗田 理／原作 伊豆 平
成／著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
ずっと想いをよせる綾が急に引っ越してしまう。高２の守は仲間と綾の誕生日ま
で、バースデーキャンプを決行することに。ところが、事件に巻きこまれ大人と戦
争することになって…。２０１９年１２月公開映画のノベライズ。

913.6 YO イモムシ偏愛記 吉野 万理子／著 光文社
虫嫌いの少女・凪が出会った、虫好きのおばあさんと大きな緑の庭。恋も友情も
母親との確執も、虫が優しくほどいてくれて…。多感な少女の心の成長を描く、
爽やかでほろ苦い青春ストーリー。

726.1 SU ちはやふる ４３ 末次 由紀／著 講談社
ついに名人・クイーン戦 第一試合が始まった!! クイーン・若宮詩暢の圧倒的な強
さを前に、千早はどう戦うのか――!? 同じ会場で周防名人に向き合う新の思い、
そして太一は――!!

460.4 IM 今西錦司 生物レベルでの思考 今西 錦司／著 平凡社
進化は、実験室の外なる自然で行われてきた－。「直観と自然」「進化史からみ
たオスの明暗」など、山、自然、生きものを愛した霊長類研究創始者が綴った随
筆を精選。もっと今西錦司を知りたい人のためのブックガイド付き。

772.1 FU
プロフェッショナル１３人が語るわたしの声優
道

藤津 亮太／インタ
ビュー 井上 和彦／著
大谷 育江／著 関 智一
／著 田中 真弓／著 千
葉 繁／著 飛田 展男／
著  他

河出書房新社
声優を志したきっかけ、役作りの苦難と楽しみ、後進へのメッセージ…。井上和
彦、速水奨、平田広明、大谷育江、田中真弓ら１３人の人気声優たちのロングイ
ンタビュー集。アキバカルチャーマガジン『Ｆｅｂｒｉ』連載を書籍化。


