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007.1 SH
おバカな答えもAIしてる　人工知能はどうやっ
て学習しているのか?

ジャネル・シェイン 著
千葉 敏生 訳

光文社
AIはいかに学習し、適応していくのかを、シンプルな実験を重ねながら紹介。思
わず吹き出してしまいそうな出力例や、予想の斜め上を行く解決策を示しなが
ら、AIの得意分野と不得意分野、危険性や限界を解説する。

141.7 MA マスクをするサル 正高 信男 著 新潮社
コロナ禍の象徴・マスクは人類史上、パンツにも匹敵する行動変容をもたらすの
か。性についての意識を大きく変えるきっかけになるのか。霊長類学と人類学、
社会学や文学など多様な視点から考える、ポスト・コロナ文化論の試み。

159.7 IM
今、行き詰まっている君へ : 人生をきりひらく
80の知恵

レナルド・フェルドマン
M.ジャン・ルミ 共著、浅
井真砂 訳

鳥影社
クリスチャンのユダヤ人と、イスラム教徒のバングラデシュ人との共著を、仏教
徒である日本人が翻訳し、世界中の「古代の知恵」と「現代のスピリチュアリ
ティー」が見事に融合した、すべての人に贈る「人生の指南書」。

188.6 NI 正々堂々 : 私が好きな私で生きていいんだ 西村宏堂 著 サンマーク出版
自分の気持ちに嘘をつくのは罪。もう他人を気にして生きるのはやめにしな
い?LGBTQで僧侶でメイクアップアーティストが説く自分を大事にする生き方。

242.03 RY
古代エジプト人の24時間　よみがえる3500年
前の暮らし

ドナルド・P.ライアン 著
大城 道則 日本語版監
修　市川 恵里 訳

河出書房新社
古代エジプトの生活における1日はどのようなものであったか。王と王妃、神官、
兵士からミイラ職人や墓泥棒まで、新王国時代のテーベを舞台に、1時間ごと24
人の目を通して、失われた古代文明を体験する。

280.4 YA
一度読んだら絶対に忘れない世界史人物事
典　公立高校教師YouTuberが書いた

山崎 圭一 著 SBクリエイティブ
世界史に登場する主要人物233人が、一度読むだけで頭に残る“画期的”人物
事典。人物に関する短い経歴と、その人物の生涯や歴史的な役割を浮き彫りに
する「イチオシ」のエピソードを掲載する。

289.1 YO 吉野作造 太田 哲男 著 清水書院
第一次世界大戦の時期に民本主義の提唱者として登場。非立憲的な政治制度
を批判し、デモクラシー運動に理論的根拠を与えた吉野作造の誕生から晩年ま
でを交流のあった人々と共に描き、吉野の人・思想とその時代を浮彫りにする。

289.2 RY 『三国志』の英雄劉備玄徳と孫権 林田 愼之助 著 清水書院
劉備玄徳と孫権の二者が覇者たり得た人間的魅力を知るために、彼らの覇者と
なるまでの生き方、同時代の政治と人間への対応、そして彼らがどのように人間
を愛し憎んだかを、具体的な事件を通じてつぶさにみる。

290.9 SU 無人島に生きる十六人 須川 邦彦 著 新潮社
明治31年、帆船・龍睡丸は太平洋上で座礁し、脱出した16人を乗せたボートは、
珊瑚礁の小さな無人島に漂着してしまう。食料も水も無い悲惨な状況に負けな
いで、力を合わせて前向きに生きる人達の感動の冒険物語。

361 HO
本当にわかる社会学 : フシギなくらい見えてく
る!

現代位相研究所 編 日本実業出版社
社会の現実は社会学の中にはなく、社会の現実の中にこそ社会学はある。古典
的学説から近年の議論に至るまで、10のテーマの中から100のキーワードをピッ
クアップし、わかりやすく解説。

361.8 YA 新型格差社会 山田昌弘 著 朝日新聞出版

格差は現象?いいえ、人災です――。コロナで可視化された〈家族〉〈教育〉〈仕
事〉〈地域〉〈消費〉の五大格差を徹底省察し、令和日本のあるべき姿を緊急提
言。格差是正の実践こそが、人生100年時代の世界共通語となる。日本が階級
社会に陥る前に、格差を直視し分析することが肝要だ。家族社会学の第一人者
による令和のリアルがここに!

368.7 MI
どうしても頑張れない人たち　ケーキの切れな
い非行少年たち 2

宮口 幸治 著 新潮社
「どうしても頑張れない人たち」は一定数存在している。彼らはサボっているわけ
ではない。頑張り方がわからず、苦しんでいるのだ。困っている人たちを適切な
支援につなげるための知識とメソッドを、児童精神科医が説く。

369.3 MI 災害特派員 三浦 英之 著 朝日新聞出版
東日本大震災発生翌日に被災地に入り、18日間最前線を歩き回った。その後、
「南三陸駐在」として宮城県南三陸町に赴任し、約1年間、現地の人々と生活を
共にした。記者が震災取材の体験を綴った「手記」。

430.2 SA
世界史は化学でできている　絶対に面白い化
学入門

左巻 健男 著 ダイヤモンド社
火の発見とエネルギー革命、歴史を変えたビール・ワイン・蒸留酒、金・銀への
欲望、石油に浮かぶ文明、ドラッグの魔力、化学兵器と核兵器…。化学の成果
がどのように歴史に影響を与えてきたのか、その光と闇を紹介する。

451.8 SC
気温が1度上がると、どうなるの?　地球の未
来を考える　気候変動のしくみ

K.S.シュライバー 文　S.
マリアン 絵　竹内 薫
監修　松永 美穂 訳

西村書店
気候や温室効果のしくみ、産業の発展による暮らしの変化、気候への影響と対
策などを、オールカラーの図とともにわかりやすく解説。人間の未来と地球を守
ることについて考える、SDGsビジュアルブック。

452 GA
なぞとき深海1万メートル　暗黒の「超深海」で
起こっていること

蒲生 俊敬 著　窪川 か
おる 著

講談社
太陽の光が届かない、暗黒と高圧の世界、深海。そこにはどのような地形があ
るのだろうか? 深海の水はどのように動いているのだろうか? 人類の潜航の歴史
をふりかえり、深海・超深海科学の最前線に迫る。

488.04 KA 鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。 川上 和人 著 新潮社
鳥類学者、それは神に選ばれし存在-。出張先は火山にジャングル、無人島。血
を吸うカラス、空飛ぶカタツムリ相手に奮闘し…。知られざる理系蛮族「鳥類学
者」の著者が、抱腹絶倒、命がけの日々を綴る。

488.1 IC
身近な「鳥」の生きざま事典　散歩道や通勤・
通学路で見られる野鳥の不思議な生態

一日一種 著 SBクリエイティブ
カラスは大車輪をして「遊ぶ」、ハトのオスはメスに頭を下げて迫る…。家の周り
を散歩するだけで見られる、可愛くもしたたかな鳥たちの生態を、イラストととも
に紹介する。野鳥のトラブルを描いたマンガも収録。

491.3 HA スマホ脳
アンデシュ・ハンセン 著
久山 葉子 訳

新潮社
睡眠障害、うつ、記憶力や集中力、学力の低下、依存…。スウェーデンで注目さ
れるメンタルヘルスのインフルエンサーが、スマホやiPadが人間、特に子供や若
者に与える影響を最新研究をもとに明らかにする。

908.3 UT 伝染(うつ)る恐怖　感染ミステリー傑作選

千街 晶之 編　エド
ガー・アラン・ポオ 著
アーサー・コナン・ドイ
ル 著　フリーマン 著

宝島社
コレラ、ペスト、エボラ、コロナ…。「理知の文学」であるミステリーは、疫病をいか
に描いてきたのか。コナン・ドイルから西村京太郎まで、古今東西の「感染症」に
まつわる傑作短編8編を収録する。

910.2 SA
教科書御用達小説の主人公はクズでヘタレば
かり

佐藤 功 著 河出書房新社
「羅生門」「舞姫」など、高校の現代文でおなじみの小説に登場する愛すべきダメ
人間たちの、クズやヘタレな部分を掘り起こし、授業では取り上げない角度から
の読み解き方を紹介する。公開講座の内容を書籍化。

910.2 MI 三島由紀夫 熊野 純彦 著 清水書院
多くの作品を遺して壮絶な最期を遂げた三島由紀夫。最後の傑作「豊饒の海」に
いたる、主要作品の系列を読みなおすことで、その政治的行動の背後にある、
作家・三島由紀夫の生と思考の軌跡を明らかにする。
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910.2 TA 谷崎潤一郎 板東 洋介 著 清水書院
美と恋の危うさにとどまり続けた谷崎潤一郎。日本思想史の流れの中で、本居
宣長・和辻哲郎・折口信夫を補助線として、谷崎の「思想」あるいは「哲学」の内
実を捉える。

912.7 SA 花束みたいな恋をした 坂元 裕二 著 リトルモア
あなたは思い出しますか? ふたりで過ごしたあの部屋と時間を、ベランダからの
景色を、川辺の帰り道を…。すべての恋の思い出に捧ぐ、珠玉のラブストー
リー。2021年1月公開映画のオリジナルシナリオ。

913.6 AS 正欲 朝井 リョウ 著 新潮社
生き延びるために、手を組みませんか-。いびつで孤独な魂が奇跡のように巡り
遭い…。共感を呼ぶ傑作か? 目を背けたくなる問題作か? 朝井リョウの作家生活
10周年を記念した書下ろし長篇小説。

913.6 AS 神様の御用人　10 浅葉 なつ [著] KADOKAWA
日本各地で地震が頻発するなか、突如姿を消した黄金。荒脛巾神と田村麻呂の
悲しい過去や、黄金の深い後悔を知った良彦は、傷だらけの体で再び立ち上が
る。人間だからこそできることがあると、誰よりも知っているから-。

913.6 AS 今夜、もし僕が死ななければ 浅原 ナオト 著 新潮社
新山遙には、死の近づいている人がわかる。見て見ぬふりのできない彼は、死
の近い人々に声をかけ寄り添う。やがて、24歳になった遙は、我が子の誕生を
待っていたが…。『yom yom』連載を文庫化。

913.6 CH 傷痕のメッセージ 知念 実希人 著 KADOKAWA
奇妙な遺言を残して世を去った千早の父。遺言どおりに遺体を解剖すると胃壁
に暗号が。時を同じくして28年前の殺人事件と似通った殺人事件が発生し…。
千早と紫織の医師コンビが謎に挑む! 『小説野性時代』掲載を単行本化。

913.6 FU むかえびと 藤岡 陽子 著 実業之日本社
都内の産婦人科病院に勤める美歩は、助産師になって6年目。勤務先にはやや
問題があるものの、有能な先輩や同僚に恵まれ、充実した日々を送る。ある日、
新生児室から1人の男児が消え…。現役看護師作家が描く医療サスペンス。

913.6 FU 青い真珠は知っている 藤本 ひとみ 著 講談社
伊勢志摩、緑の海で起こった怪事件。忽然と消えた青い真珠と1人の海女。成功
を手に故郷に降り立つ男の目的は? 探偵チームKZが、証拠なし証人なし、30年
の時に埋もれた謎に挑む。

913.6 FU 桜坂は罪をかかえる 藤本 ひとみ 著 講談社
北海道函館山に姿を消した友人。救出に向かう数学の天才たちの前に立ちふさ
がる桜坂の秘密。美貌の修道女の企みとは!? 中世フランスの設計図、幕末日本
の私文書の謎を追い、迷路に踏みこむ少年たちの友情と葛藤を描く。

913.6 FU いつの日か伝説になる 藤本 ひとみ 著 講談社
古都、長岡京で開かれる旧財閥の懇親会。厳重な警戒の中、ナイフを持ち込む
少年の目的は? 2つの蜂の巣、誘拐された幼女、からむ因縁の糸はどこに続くの
か!? 真実を追う少年たちの夢と挫折、友情と葛藤を描く。

913.6 FU 断層の森で見る夢は 藤本 ひとみ 著 講談社
南アルプス。600年を超える因習の村で、突如起こった怪事件。ヘリコプターの墜
落、白骨の出現…。インターチェンジに消えた数学の天才は何を見たのか? 迫る
集中豪雨の中、少年たちの奔走が始まる。

913.6 HA 小説8050 林 真理子 著 新潮社
完璧な人生を送っているように見える大澤正樹には秘密がある。彼の長男・翔
太は7年間も自宅に引きこもっていた。娘が相手家族に結婚を反対されたことか
ら正樹は息子と向き合う決意をするが…。『週刊新潮』連載を加筆・改稿。

913.6 HI 白鳥とコウモリ 東野 圭吾 著 幻冬舎
竹芝桟橋近くの路上に違法駐車されていたセダンの後部座席から、男性の遺体
が発見された。運転免許証と名刺から、弁護士であることが判明し…。『小説幻
冬』掲載を加筆し長編として書籍化。

913.6 HO 悪魔のいる天国　改版 星 新一 著 新潮社
ふとした気まぐれや思いつきによって、人間を残酷な運命へ突きおとす“悪魔”の
存在を、卓抜なアイデアと透明な文体を駆使して描き出すショートショート36編を
収録する。

913.6 IC 9月9日9時9分 一木 けい 著 小学館
バンコクからの帰国子女である高校1年生の漣は、近づいてはいけない人に恋
をしてしまい…。過ぎ去ればもう二度と戻らない「初恋」と「青春」を捧げ、漣がた
どり着いた決意とは? 文芸誌『きらら』連載を加筆修正して書籍化。

913.6 KA SPEED 金城 一紀 [著]
角川グループパブリッ
シング

頭で納得できても心が納得できなかったら、とりあえず闘ってみろよ―。平凡な
女子高生・佳奈子の日常は家庭教師の謎の死をきっかけに、きしんだ音を立て
始める。謎を探る佳奈子の前に立ちはだかる敵。そして、偶然出会った風変わり
なオチコボレ男子高校生たちに導かれ、佳奈子は歪んだ世界に敢然と立ち向か
うことを決心する!大人気のザ・ゾンビーズ・シリーズ第3弾。

913.6 KA レヴォリューションNo.3 金城 一紀 [著]
角川グループパブリッ
シング

オチコボレ高校に通う「僕たち」は、三年生を迎えた今年、とある作戦に頭を悩ま
せていた。厳重な監視のうえ、強面のヤツらまでもががっちりガードする、お嬢様
女子高の文化祭への突入が、その課題だ。

913.6 KA レヴォリューションNo.0 金城 一紀 [著]
角川グループホール
ディングス

停学明けの一週間ぶりの学校で、僕らを待っていたのは、「第一学年団体訓練
開催のお知らせ」だった。しかし、その訓練の背後には、生徒たちを退学に追い
込むための陰謀が…。ザ・ゾンビーズ結成前夜を描く、シリーズ完結篇。

913.6 MI
ジビンカ・レストラン　シャッター街の奇跡の再
生物語

水之 夢端 著　椋田 撩
著

リフレ出版
突如として「商店街での空き店舗事業」を任された無名大学の学生たち。葛藤の
末、社会の注目を集め、やがては批判の対象にまで成長して…。挑戦と行動の
先に得た歓びと感動を描く長編小説。

913.6 MI エレジーは流れない 三浦 しをん 著 双葉社
のどかでさびれた温泉街に暮らす高校2年生の怜は、複雑な家庭の事情、迫りく
る進路選択、自由奔放な友人たちに振り回される日々を送っている。そんなな
か、博物館から縄文式土器が盗まれ…。『小説推理』連載に加筆・修正。

913.6 MU 余命3000文字 村崎 羯諦 著 小学館
「あなたの余命はあと3000文字きっかりです」 ある日、医者から文字数で余命を
宣告された男に待ち受ける数奇な運命とは-? 5分で読めて、あっと驚き、わっと
泣ける26編を収録。『小説家になろう』掲載を文庫化。

913.6 NA 広告の会社、作りました　天津遠山合同会社 中村 航 著 ポプラ社
突然会社の倒産を告げられ、いきなり無職になったデザイナーの健一。安定した
転職先を求めたはずが、飛び込んだ職場はコピーライター功明の個人事務所で
…。不安を勇気に変える、書き下ろし爽快お仕事エンタメ。

913.6 NI 激震 西村 健 著 講談社
1995年。年明け早々に阪神地方を襲った大地震に衝撃を受け、被災地に駆けつ
けた月刊誌の記者・古毛は、長田地区で焼け跡に佇む若い女と遭遇する。戦場
の少年兵そっくりの眼をした彼女ははたして何者なのか?

913.6 NI 掟上今日子の鑑札票 西尾 維新 著 講談社
殺人未遂事件の容疑者にされた青年・隠館厄介。いつも通り忘却探偵・掟上今
日子に事件解決を依頼するも、その最中、今日子が狙撃されてしまう。一命を取
り留めた彼女だったが、最速の推理力を喪失してしまい…。



913.6 ON 灰の劇場 恩田 陸 著 河出書房新社
「飛び降り2女性の身元わかる」という三面記事。私は確かにそのふたりを知って
いた。もっとも、私はそのふたりの顔も名前も知らない…。恩田陸の新境地とな
る、“事実に基づく物語”。『文藝』連載を単行本化。

913.6 SH きみの町で 重松 清 著 新潮社
幸せってどういう意味? 友だちって何だ? 正解のない問いや、うまくいかないこと
にぶつかり、悩むときもある。でも、生きることを好きでいてほしい。作家が少年
少女のためにつづった小さな物語集。

913.6 SU 紺碧の果てを見よ 須賀しのぶ 著 新潮社

会津出身の父から「喧嘩は逃げるが、最上の勝ち」と教えられ、反発した鷹志は
海軍の道を選び、妹の雪子は自由を求めて茨の道を歩んだ―。海軍兵学校の
固い友情も、つかの間の青春も、ささやかな夢も、苛烈な運命が引き裂いてい
く。戦争の大義を信じきれぬまま、海空の極限状況で、彼らは何を想って戦った
のか。いつの時代も変わらぬ若者たちの真情を、紺碧の果てに切々と描く感動
の大作。

913.6 SU か「」く「」し「」ご「」と「 住野 よる 著 新潮社
みんなには隠している、少しだけ特別な力を持った高校生5人。別に何の役にも
立たないけれど、そのせいで、クラスメイトのあの子のことが気になって仕方ない
-。甘酸っぱくも爽やかな5人の日常を鮮やかに切り取った青春小説。

913.6 SU 麦本三歩の好きなもの　第2集 住野 よる 著 幻冬舎
後輩、お隣さん、合コン相手…。三歩に訪れるいろんな出会い-。図書館勤務の
20代女子、麦本三歩のなにげない日常を描いた心温まる連作短篇集。『小説幻
冬』掲載に書き下ろしを加えて書籍化。

913.6 YO 強制終了、いつか再起動 吉野 万理子 著 講談社
私立中学に通う加地隆秋は、家庭教師の大学生からすすめられるがまま大麻を
吸った。加地の変化に気づいたのは、同じクラスのYouTuber・伊佐木周五たちで
…。中学生の薬物依存をテーマにした社会派ヤングアダルト小説。

920.2 RU 魯迅
小山 三郎 著　林田 愼
之助 監修

清水書院
中国近代文学の父・魯迅。作家までの道のりをはじめ、上海での専業作家の時
代、古典文学者や革命作家としての魯迅、魯迅が語った魏晋時代の文人像な
ど、複雑で多面的な魯迅の実像を伝える。

929.1 PA もう死んでいる十二人の女たちと
パク ソルメ 著　斎藤 真
理子 訳

白水社
光州事件、福島第一原発事故、女性殺人事件などの社会問題に、韓国の新鋭
作家が独創的な想像力で対峙し、実感のある言葉で紡いだ短篇集。「海満」「私
たちは毎日午後に」「愛する犬」など、全8篇を収録。

933.7 RO デルトラ・クエスト　3-1　竜の巣
エミリー・ロッダ 作　は
けた れいこ 画　上原
梓 訳

岩崎書店
いまだ苦境が続くデルトラ王国。大地はやせほそり、作物が実らない。国王リー
フは、それが影の王の「四人の歌姫」計画のせいと知り、地図の断片を手がかり
に新たな旅に出る。デルトラ・クエストシリーズ完結編。

933.7 ST わたしが鳥になる日
サンディ・スターク‐マギ
ニス 作　千葉 茂樹 訳

小学館
鳥が大好きなデセンバーは、自分もいつか背中から翼が生えて鳥になると信じ
ていた。ある日、彼女は動物保護センターで傷ついたノスリの飛ぶ訓練をするこ
とに…。空を飛びたいと願う11歳の少女の悲しくも希望に満ちた物語。

933.7 TI 父を撃った12の銃弾
ハンナ・ティンティ 著
松本 剛史 訳

文藝春秋
12歳の少女ルーは、父とともに亡き母の故郷に移り住む。だが、母方の祖母は
父娘に会おうとしない。父の体に残る幾つもの弾傷は…。父の暗い過去と母の
死の謎を追う少女を、美しくリリカルに描いた青春ミステリー。


