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内容紹介

019.9

SA

ドラゴン桜超バカ読書 思考力↑表現力↑読
桜木 建二 著
解力↑の東大式99冊!

徳間書店

磨きに磨いて初めて、突き抜けた「超バカ」の自分になれるんだ! マンガ「ドラゴン
桜」の主人公が、「自分を知る」「自分の美学を確立する」などのテーマ別に、ビ
ジネス、人間関係、受験に役立つ99冊を紹介する。

112

HY

百田尚樹の新・相対性理論 人生を変える時
百田 尚樹 著
間論

新潮社

時間の本質を知れば、人生が一変する。なぜなら、人間にとって、すべての基準
は時間だから-。ベストセラー作家が辿り着いた「時間との向き合い方」を綴る。
『週刊新潮』連載に加筆修正し単行本化。

159

MI

「何者」かになりたい 自分のストーリーを生き 三浦 崇宏 著 くつざわ
集英社
る
[ほか述]

変化と充実を求めているなら-。令和の革命的クリエイター・三浦崇宏が、くつざ
わ、ゆうこす、佐渡島庸平ら9人の新時代のリーダーたちと対談。「何者」かにな
るためのヒントを探る。

159

TA

ポジティブの教科書 自分も周りの人も幸運
体質になる3つの基本と11の法則

武田 双雲 著

主婦の友社

性格は関係ない。スキルで前向きになれる! 「自分の思い込みを疑う」「能動的に
楽しむ」「上機嫌でいる」など、書道家の武田双雲が幸せになる3つの簡単な基
本と11の法則を紹介する。

159.8

IC

1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の
教科書

藤尾 秀昭 監

致知出版社

稲盛和夫、王貞治、佐藤可士和、羽生善治、平尾誠二、山中伸弥…。『致知』に
掲載した、各界各様、それぞれの仕事を真剣に生きる人たちへのインタビューか
ら365人の言葉を選び出してまとめる。

210.4

CH 地域別×武将だからおもしろい戦国史

小和田 哲男 監修 か
みゆ歴史編集部 編

朝日新聞出版

戦国時代の歴史を東北、関東、京・近畿など地域ごとに分けて解説。有名戦国
大名から国人領主まで、郷土の英雄といえる武将や、関連する映画やドラマ、マ
ンガ、小説なども紹介する。ジャケット裏に勢力変遷図付き。

289.1

MA 牧野富太郎 日本植物学の父

清水 洋美 文 里見 和
汐文社
彦絵

日本全国の野山を歩いて集めた標本は40万点。調べて分類し、名前をつけた植
物が1500種類。「日本の植物学の父」とよばれる牧野富太郎の94年にわたる人
生を描く。富太郎採集マップ、富太郎ゆかりの場所なども収録。

331.6

SA

人新世の「資本論」

斎藤 幸平 著

気候変動、コロナ禍…。人類の経済活動が地球を破壊する「人新世」=環境危機
の時代。唯一の解決策は、潤沢な脱成長経済である-。晩期マルクスの思想をヒ
ントに、危機の解決策と豊かな未来社会への道筋を具体的に描きだす。

333.8

MI

未来を変える目標SDGsアイデアブック

Think the Earth 編著
蟹江 憲史 監修 ロビン 紀伊國屋書店(発売)
西 マンガ

SDGs(持続可能な開発目標)についてわかりやすく、楽しく学べる本。国連で決
まった17個の目標と「未来を変えたアイデア」を、インフォグラフィックとテキストで
解説する。切り取って使えるワークシート付き。

333.8

TA

お笑い芸人と学ぶ13歳からのSDGs

たかまつ なな 著 佐藤
くもん出版
真久 監修

「笑って学ぶSDGs(持続可能な開発目標)」講座を全国の学校や企業で開催する
お笑い芸人が、イラストや写真とともにSDGsをわかりやすく解説。「今日からでき
るSDGs100のアクション」等も収録。書き込み欄あり。

335.4

SI

335.4

SI

335.4

SI

335.4

SI

はじまりはひとつのアイデアから 1 ディズ
ニー どうやってディズニーはブランド化を進
めてきたのか
はじまりはひとつのアイデアから 2 ナイキ
どうやってナイキはマーケティング力を高めて
きたのか
はじまりはひとつのアイデアから 3 グーグル
どうやってグーグルはイノベーションを進めて
きたのか
はじまりはひとつのアイデアから 4 レゴ ど
うやってレゴはハイクオリティーを保ってきた
のか

ローウィ・バンディ・シコ
ル 著 C.S.ジェニングス
絵 永瀬 比奈 訳
ローウィ・バンディ・シコ
ル 著 C.S.ジェニングス
絵 永瀬 比奈 訳
ローウィ・バンディ・シコ
ル 著 C.S.ジェニングス
絵 永瀬 比奈 訳
ローウィ・バンディ・シコ
ル 著 C.S.ジェニングス
絵 永瀬 比奈 訳

361.8

SA

実力も運のうち 能力主義は正義か?

マイケル・サンデル 著
鬼澤 忍 訳

366.2

MA

会社で働く 製品開発ストーリーから職種を学
松井 大助 著
ぶ!

367.1

GO

イラストで学ぶジェンダーのはなし みんなと
自分を理解するためのガイドブック

368.6

BR

子どもを守る言葉『同意』って何? YES、NOは レイチェル・ブライアン
自分が決める!
作 中井 はるの 訳

集英社

キミがしようということに相手が賛成なら「いいよ=YES」と言う、それが同意。同意
がもらえないなら、やめるんだ。暴力やイジメから自分を守り、人を傷つけないた
めに、キミと友だちにとって大切なことを解説する。

372

MU

超えてみようよ!境界線 アフリカ・アジア、そし
村山 哲也 著
て車イスで考えた援助すること・されること

かもがわ出版

ケニア、フィリピン、ルワンダ…。教育開発援助の仕事で、いくたびも国境を越え
ながら、よそ者と身内、性差、階級、敵味方、援助する側とされる側など、さまざ
まな「境界線」に直面した著者が、ドキドキの体験談を綴る。

376.8

YA

経済学部 中高生のための学部選びガイド

山下 久猛 著

ぺりかん社

経済学部をめざす人のための学部案内。経済学部で学ぶことやキャンパスライ
フ、卒業後の進路などを、実際の取材をもとに、わかりやすく説明する。教員・学
生・卒業生インタビューも収録。

402.1

WA

私の科学者ライフ 猿橋賞受賞者からのメッ
セージ 猿橋賞40周年記念出版

女性科学者に明るい未
日本評論社
来をの会 編

自然科学の分野で、優れた業績を挙げた女性科学者に贈られる「猿橋賞」。第
21回から第40回までの受賞者が、続く若い研究者への指針になるよう、自身の
科学者人生を語る。

407

SA

科学者になりたい君へ

佐藤 勝彦 著

河出書房新社

どうすれば科学者になれるのか? 「インフレーション理論」を提唱した宇宙物理学
者・佐藤勝彦が、自身の科学者人生を紹介しつつ、「科学とはどういうものか」
「優れた科学者になるためには何をしたらよいか」などを語る。

468.04

IS

生態学者の目のツケドコロ 生きものと環境の
伊勢 武史 著
関係を、一歩引いたところから考えてみた

ベレ出版

生態学とは、生物とそれを取り巻く環境の相互作用を考える学問分野。生態系
や外来生物、生物進化、生物多様性、環境問題など、世界的に関心が高まって
いる話題を取り上げ、やさしい文章でわかりやすく生態学の考え方を紹介。

集英社

鈴木出版

子どものための企業の伝記。1は、エンターテインメント会社「ディズニー」を取り
上げる。会社の歴史を辿りつつ、ビジネスをどう展開させ、世界規模の会社へと
成長していったのか、「ブランド化」をキーワードに解説する。

鈴木出版

子どものための企業の伝記。2は、世界的なスポーツブランド「ナイキ」を取り上
げる。会社の歴史を辿りつつ、ビジネスをどう展開させ、世界規模の会社へと成
長していったのか、「マーケティング力」をキーワードに解説する。

鈴木出版

子どものための企業の伝記。3は、ネットの検索エンジンを運営する会社「グーグ
ル」を取り上げる。会社の歴史を辿りつつ、ビジネスをどう展開させ、世界規模の
会社へ成長したのか、「イノベーション」をキーワードに解説する。

鈴木出版

子どものための企業の伝記。4は、世界最大のおもちゃ会社のひとつ「レゴ」を取
り上げる。会社の歴史を辿りつつ、ビジネスをどう展開させ、世界規模の会社へ
成長したのか、「ハイクオリティー」をキーワードに解説する。

早川書房

努力と才能で、人は誰でも成功できる-能力主義の夢は残酷な自己責任論と表
裏一体であり、勝者と敗者の間に未曽有の分断をもたらしている。この難題に解
決策はあるのか? ハーバード大学哲学教授が能力主義の闇を暴く。

ぺりかん社

会社で働く人たちがどんな仕事をしているのかを、「家庭用ロボットをつくり、人び
とに届ける」というストーリーに沿って解説。「ものづくりをする会社」「小売りをす
る会社」など4つの会社を舞台にさまざまな職種を紹介する。

アイリス・ゴットリーブ イ
フィルムアート社
ラスト・文 野中 モモ 訳

ジェンダーをめぐる歴史的な出来事、影響をもたらした人々の逸話、乳房切除手
術の経験談…。性別二元論に収まらない著者が、歴史、科学、社会学的な事象
を通じつつ、実体験を交えながらジェンダーに関するトピックを解説する。

山と溪谷社

顔かたちの違いは偶然か、必然か-。ホモ・サピエンスの顔かたちと、気温など
環境要因との関係に関する最近の分析結果を紹介。顔かたちがいかに環境に
よって左右されながら形成されてきたのか、その歴史をたどる。

あすなろ書房

人体の構造を徹底図解! 今、体の中では何が起こっているのか? 人体で働く血
液やホルモン、免疫をガイドに、目から脳、骨格、心臓、鼻と肺まで、緻密な断面
図でわかりやすく紹介する。観音開きのページあり。

日経BPマーケティング
(発売)

新型コロナを冷静に、淡々と迎え撃とう。「知らないと不都合」なウイルス、ワクチ
ンの知識に絞り、ウイルス免疫学の専門家と素人の対話を通して、自分の頭で
考える手がかりを提供する。『日経ビジネス電子版』掲載を加筆。

明著

集英社

心の問題、糖尿病、先生の大変さ…。修学旅行や林間学校に同伴する看護師
「ツアーナース」の著者が、現代の子ども事情をコミックで描く。WEBサイト『よみ
タイ』掲載に描きおろしを加え再編集。

小川 洋子 著

集英社

国内唯一の競技用ボート、ベビーカー、大人の色鉛筆…。日本の繊細でユニー
クなものづくりの愛おしさと本質、携わる人々の思いを伝える珠玉の工場見学
エッセイ。山口硝子製作所、桑野造船など全6社の訪問記を収録。

大和書房

アイドルのうちわ、9%チューハイ、突っ張り棒、パソコンラック、防犯ブザー…。ご
み清掃芸人が、ごみから見えてくる生活や人間模様を面白おかしく語る。ごみご
とに「ごみの分類」も記載する。

河出書房新社

建築物は大きいけれど、その仕事は小さなことの積み重ねでできている-。10歳
で建築家を志し、2020年東京オリンピック会場を手がけた建築家が綴る10代へ
のメッセージ。

私の顔はどうしてこうなのか 骨から読み解く
溝口 優司 著
日本人のルーツ
スティーブン・ビース
ティー 画 リチャード・
人体断面図鑑
プラット 文 宮坂 宏美
訳
峰 宗太郎 著 山中 浩
新型コロナとワクチン知らないと不都合な真実
之著

469.4

MI

491.1

BI

493.8

MI

498.1

MI

509.2

OG そこに工場があるかぎり

518.5

TA

520.7

KU 建築家になりたい君へ

523.3

BI

ヨーロッパの古城

556.9

BI

帆船軍艦

686.2

MI

夢の山岳鉄道

宮脇 俊三 著

山と溪谷社

鉄道紀行の第一人者が全国の山岳鉄道を考察。上高地鉄道、富士山鉄道・五
合目線など、日本の山岳地帯の環境保全と観光を両立させるために鉄道を走ら
せる「夢」を描いた名著。イギリス・スノウドン登山鉄道等も収録。

723

KI

名画はおしゃべり 酔っ払いから王侯貴族ま
で

木村 泰司 著

ワニブックス

時代背景や作者の人生、作品が持つメッセージ…。1枚の絵に秘められた「物
語」を知れば、絵画の世界は無限に広がる。デューラー、レンブラント、モネと
いった巨匠たちの名画を読み解きながら、絵画の正しい見方を伝授する。

723

RI

理由がわかればもっと面白い!西洋絵画の教
科書

田中 久美子 監修

ナツメ社

作品が生まれた背景、画家の人生や思いとともに、西洋絵画の見方や見どころ
を、豊富なビジュアルでわかりやすく解説する。知っておくと断然面白くなる西洋
絵画の基礎知識、名画カタログも収録。

726.1

MI

ドラゴン桜2 15

三田紀房 著

講談社

負け犬根性がしみついた天野は、桜木に挑まれた「叩いてかぶってジャンケンポ
ン」勝負に勝利することで「勝つこと」の快感を味わった。いよいよセンター試験。
桜木から贈られた「お前たちは最強だ。東大受験で何も怖いものはない」の言葉
を胸に試験会場へ向かう早瀬と天野。この一年、死にものぐるいで勉強した二人
の結果は……？ 東大受験、ついに佳境！

三田紀房 著

講談社

センター試験を乗り切った生徒たちは、東大二次試験対策に励む。桜木から授
けられた「本番力を鍛える３ヵ条」、鍋先生からコーチされた英語と国語をともに
カバーする「ABC法」など、実践的すぎる授業が次々と開催され、校内はいやが
おうにも受験ムードが高まる。そんな中、天野が続けるYouTubeチャンネルの
「炎上」、両国駅前で見せた早瀬と小杉の「涙と誓い」、文転した元性悪生徒・藤
井から提案された、もんじゃ焼き店での合格祈願の「決起集会」を経て、ついに
二次試験が始まる。

講談社

名人・クイーン戦第３試合。絶対絶命の中、なんとか勝ち星を上げた千早と周
防。
流れを掴み始めている２人に対し、詩暢と新はどう戦うのか――…！？
それぞれの想い、願いが交差する。

漫画家しながらツアーナースしています。 1

リアルでゆかいなごみ事典 ごみ清掃芸人は
滝沢 秀一 著
見た!

ドラゴン桜2 16

隈 研吾 著

スティーブン・ビース
ティー 画 リチャード・
あすなろ書房
プラット 文 赤尾 秀子
訳
スティーブン・ビース
ティー 画 リチャード・
あすなろ書房
プラット 文 宮坂 宏美
訳

ヨーロッパの古城を輪切りにして、その構造を徹底図解! 重機のない14世紀、
人々はどのようにして巨大な城を築いたのか。城の構造から城の中の日々の暮
らしまでを、緻密なイラストですみずみまでわかりやすく紹介する。
1800年頃、世界最強と讃えられたイギリス海軍の帆船軍艦を輪切りにして、その
構造を徹底図解! 船上でいちばん多い手術は? 甲板掃除の必需品は? 木造帆
船の内部と乗組員達の日常を、緻密なイラストで紹介する。

726.1

MI

726.1

SU ちはやふる 46

末次 由紀 著

726.6

DH だいじょうぶだよ、ゾウさん

ローレンス・ブルギニョ
ン 作 ヴァレリー・ダー 文溪堂
ル 絵 柳田 邦男 訳

年老いたゾウは、自分の死期を悟ります。最初は、それを受け入れられなかった
おさないネズミですが、弱っていくゾウの世話をするうちに…。死にゆく者へ残さ
れた者は何ができるかを語る、心あたたまる絵本。

726.6

MA ぼく モグラ キツネ 馬

チャーリー・マッケジー
飛鳥新社
著 川村 元気 訳

じぶんにやさしくすることが、いちばんのやさしさなんだ。やさしくされるのをまつ
んじゃなくて、じぶんにやさしくなればいいのさ-。子どもから大人まで、だれの心
にも入り込み、力をくれる人生寓話をイラストとともに綴る。

780.4

WA

常勝キャプテンの法則 スポーツに学ぶ最強 サム・ウォーカー 著 近
早川書房
のリーダー
藤 隆文 訳

チームを強くするのは現場のキャプテンだ! 20か国のアスリートや監督、チーム
づくりの専門家らに取材し、心理学、神経学の知見を踏まえて、常勝軍団を率い
るキャプテンたちの7つのスキルを明らかにする。

783.7

NA 中田翔 逃げない心 プロ野球選手という仕事 平山 讓 著

783.7

SA

913.6

主婦と生活社

華やかな大舞台のその裏で、ひとり孤独と向き合い、抗い続けていた重圧と焦
燥、苦悩と葛藤-。プロ野球選手・中田翔の、誰も知らない素顔を描き出す63の
ダイアローグ。

斉藤 和巳 著

三栄

元福岡ソフトバンクホークスの斎藤和巳は、しばしばその言葉の的確さ、クレ
バーさが噂になっている。斉藤和巳という不世出のピッチャーにインタビューし、
その独特でありながら怜悧な思考法を紹介する。

AM ヨンケイ!!

天沢 夏月 著

ポプラ社

慢性的な人数不足に悩む離島・大島の渚台高校陸上部に奇跡的に4人の男子
スプリンターが揃った。インターハイを目前に控え…。チームワーク最悪の男子
高校生たちが4×100mリレーに挑む青春小説。

913.6

AS

浅倉 秋成 著

KADOKAWA

成長著しいIT企業の最終選考。最後に残った6人に出された課題は、「1人の内
定者を6人で決めること」。そんな中、6人それぞれの「罪」が告発された6通の封
筒が発見される。彼らの?と罪とは。そして「犯人」の目的は…。

913.6

芥川 龍之介 著 太宰
文豪誕生 7人の文豪たちのデビュー作・出世 治 著 織田 作之助 著
BU
新紀元社
作
坂口 安吾 著 中島 敦
著 江戸川 乱歩 著 谷

なぜ彼らが文豪になれたのか。芥川龍之介「老年」、太宰治「逆行」など、7人の
文豪たちのデビュー作・出世作を収めたアンソロジー。ブレークまでの道のり、聖
地巡礼等を紹介する文豪読み解きミニ事典、文豪略年表なども収録。

913.6

CH ひきなみ

瀬戸内の島で小学校最後の年を過ごすことになった葉。からかう男子から守っ
てくれたことを機に、同級生の真以に心を寄せ始めるが、真以は何も告げずに
脱獄犯の男と姿を消し…。『小説野性時代』連載に加筆修正し単行本化。

斉藤和巳エースの銀言 人生のディフェンス
力

六人の?つきな大学生

千早 茜 著

KADOKAWA

榎田 ユウリ 著

KADOKAWA

日本の大学で講師として教えるため来日した英国人・アンソニー。空港に迎えに
来た青年・隼人は現代に生きる武士だった! 地域で愛され活躍している彼だが、
実は悲しい過去も抱えていて-。異文化交流ブロマンス。

GO 5分で読める驚愕のラストの物語

ジャンプノベル編集部
編 アサウラ [ほか]著

集英社

時間を10秒だけ巻き戻せる能力、スマホの中から呼びかける謎の顔…。あっと
驚くラストのショートストーリー13編を収録。チャットノベルアプリTanZak掲載分に
書き下ろしを加えて書籍化。

913.6

GO 5分で読める恐怖のラストの物語

ジャンプノベル編集部
集英社
編 雨宿 火澄 [ほか]著

他人の体を手に入れられるアプリ、夜な夜な現れる首吊り電車…。思わずゾッと
する戦慄のラストのショートストーリー10編を収録。チャットノベルアプリTanZak
掲載分に書き下ろしを加えて書籍化。

913.6

GO 5分で読める胸キュンなラストの物語

ジャンプノベル編集部
集英社
編 安藤 敬而 [ほか]著

7日後に死ぬ少女を見守る死神、三角関係状態でエレベーターに閉じ込められ
た3人…。心に響く恋するラストのショートストーリー10編を収録。チャットノベルア
プリTanZak掲載分に書き下ろしを加えて書籍化。

913.6

HA 蝶として死す 平家物語推理抄

羽生 飛鳥 [著]

東京創元社

平家の全盛期から源平の争乱へとなだれ込んでゆく時代に、推理力を武器に生
き抜いた平頼盛の生涯を描く。第15回ミステリーズ!新人賞受賞「屍実盛」を含む
連作集。『ミステリーズ!』掲載に書き下ろしを加え単行本化。

913.6

HA リボルバー

原田 マハ 著

幻冬舎

ゴッホは本当にピストル自殺をしたのか? フィンセント・ファン・ゴッホと彼にまつ
わる物語を、現代に生きるオークショニスト・高遠冴の目線で描いたアート・ミス
テリ。『小説幻冬』連載に加筆修正し単行本化。

913.6

HA ウィズ・ユー

濱野 京子 作

くもん出版

高校受験を控えながら、家族関係に悩み悶々と日々を送る悠人は、夜の公園で
ひとつ年下の少女、朱音と出会う。彼女は病気の母を支えながら家事を担う「ヤ
ングケアラー」だった。悠人は彼女の力になりたいと思うようになるが…。

913.6

HA

講談社

突然やってきた転校生が、クラスの心を鷲?みにした。その存在は謎めきすぎて
いて!? 創也が、これまで内人にしか明かしていなかった「砦」へ招待。時見の真
田女史も迷いが生じ…。はたしてクラスの平和は保たれるのか?

913.6

HA 旅屋おかえり

原田 マハ 著

集英社

唯一のレギュラー番組が打ち切りになった、売れないタレント・丘えりか。ひょん
なことから、事情を抱えた依頼人に代わって旅をする「旅屋」を始めることに…。
「楽園のカンヴァス」の著者が贈る、感涙必至の“旅”物語。

913.6

HI

偏差値68の目玉焼き : 星ケ丘高校料理部

樋口直哉 [著]

講談社

料理上達の秘訣-目玉焼き メレンゲの秘密-ふわふわオムレツ 卵の素-柔らか
ハンバーグ 母の味-カレーライス 星祭り-模擬店のハンバーガー 続・母の味-レ
フトオーバーミート

913.6

HI

僕たちの正義

平沼 正樹 著

産業編集センター

恋人・沙耶が自殺して10年。臨床心理士の文月は、沙耶の遺書を受け取る。同
時期、沙耶の叔父が死に、沙耶の死の真相が明らかになる。それはあまりに惨
酷で許しがたい事実だった…。心理学ミステリー。

913.6

HI

本心

平野 啓一郎 著

文藝春秋

ロスジェネ世代に生まれ、シングルマザーとして生きてきた母が、生涯隠し続け
た事実とは-。急逝した母を、AI/VR技術で再生させ、その死の真実を追う青年
が経験する魂の遍歴。『北海道新聞』他連載を単行本化。

913.6

HI

道をたずねる

平岡 陽明 著

小学館

地図会社の調査員・合志俊介の仕事は、日本各地の家の表札を一軒ずつ書き
留めること。俊介には、15歳になる年に誓いを立てた、二人の幼馴染がいて…。
地図づくりに生涯を捧げた男たちの物語。『週刊ポスト』掲載に加筆修正。

913.6

IS

ジャイロスコープ

伊坂 幸太郎 著

新潮社

“相談屋”で働く浜田青年。人々のささいな相談事が、驚愕の結末に?がり…。
「浜田青年ホントスカ」をはじめ、謎の生物が暴れる「ギア」など、書き下ろしを含
め、全7編を収録した単著未収録作品集。インタビューも掲載。

「伊豆文学賞」優秀作品集 第24回

伊豆文学フェスティバ
ル実行委員会 編集

羽衣出版

小説・随筆・紀行文部門 憧憬明夜 須田地央、由比浦の夕陽 髙部務、くくり罠の
夜 花房直正、ライトからきてくれて 西山俊太郎、掌篇部門 おばあちゃんのおで
ん 見沢富子、初めての寺で 小林篤、青い夢が叶うころ 星野有加里、五の三の
君 太田美紀、ハンドメイドカトラリー 相良文雄、火の見バス停と飯田屋酒店 飯
田まゆみ

宝島社

九州でトマトが枯死する病気が流行し、帝都大学の植物病理学者・安藤仁は農
林水産省に請われ現地調査を開始した。安藤は、発見した謎のウイルスの分析
を天才バイオハッカー「モモちゃん」の協力で進めるが、そんな折、トマト製品の
製造販売会社の研究所に勤める旧友が変死。彼は熟さず腐りもしない新種のト
マト“kagla(カグラ)”を研究していたが…。弩級のバイオサスペンス、登場!

913.6

ED

913.6

913.6

913.6

IZ

武士とジェントルマン

都会(まち)のトム&ソーヤ 17 逆立ちするライ はやみね かおる [著]
オン
にし けいこ 画

KU 感染領域

くろきすがや 著

913.6

KU ラストスタンド感染領域

くろきすがや 著

宝島社

新種のウイルスの災禍から世界を救った植物病理学者の安藤仁は、突如として
農水省が極秘に進めるプロジェクトのリーダーに抜擢された。水がなくても育つ
奇跡のイネ「ラストスタンド」の開発に携わってほしいという。成功すれば、世界
の穀物市場で日本が優位に立つことができる。だが研究を進める中、安藤は何
者かに襲われ負傷。中国やアメリカの影も迫り、壮絶な利権争いに巻き込まれ
ていく。

913.6

MA 零から0へ

まはら 三桃 著

ポプラ社

戦後、一家を支えるために大学をやめ鉄道総局の研究所に入所した聡一。そこ
には、戦闘機の設計や製作に関わり、多くの命を奪う結果を生んだことを悔いる
軍出身の技術者たちがいた。聡一は彼らとともに新幹線の開発に没頭し…。

913.6

NA 境界線

中山 七里 著

NHK出版

突然の妻の訃報を受けた宮城県警捜査一課警部・笘篠は現場へ急行するが、
そこで目にしたのは別人の遺体で…。「護られなかった者たちへ」に連なる「宮城
県警シリーズ」の続編。WEB『NHK出版 本がひらく』連載を書籍化。

913.6

NI

新美 南吉 作 かみや
しん 絵

大日本図書

「かなしみはだれでももっているのだ。わたしばかりではないのだ。わたしはわた
しのかなしみをこらえていかなきゃならない」 表題作のほか、「里の春、山の春」
「木の祭り」「でんでんむし」を収録。

913.6

OS 横濱エトランゼ

大崎 梢 [著]

講談社

元町百段、山手洋館、馬車道…。高校3年生の千紗は、タウン誌のアルバイトを
通して横浜の歴史、不思議、そこで暮らす人々の想いを知る。ノスタルジックで
ハートフルな連作短編集。

でんでんむしのかなしみ

913.6

SH 騙し絵の牙

塩田武士 [著]

KADOKAWA

出版大手「薫風社」で、カルチャー誌の編集長を務める速水輝也。笑顔とユーモ
ア、ウィットに富んだ会話で周囲を魅了する男だ。ある夜、上司から廃刊の可能
性を匂わされたことを機に組織に翻弄されていく。社内抗争、大物作家の大型連
載、企業タイアップ…。飄々とした「笑顔」の裏で、次第に「別の顔」が浮かび上
がり―。

913.6

SH 看守の流儀

城山 真一 著

宝島社

仮出所した模範囚の失踪、暴力団から足を洗う「Gとれ」中に起きた入試問題流
出事件…。シャバ以上に濃厚な人間関係が渦巻く刑務所内で起きた5つの事件
を描く。刑務官たちの矜持と葛藤がぶつかり合う連作ミステリー。

913.6

SH 七時間半

獅子 文六 著

筑摩書房

東京-大阪間が七時間半かかっていた頃。特急列車ちどりを舞台に、恋のゆくえ
や駆け引きから爆弾事件の結末まで、たくさんの乗務員と乗客たちの人生模様
を同時進行で描いたエンターテインメント小説。

913.6

SH 峠 上巻

司馬 遼太郎 著

新潮社

壮大な野心を藩の運命に賭して幕末の混乱期を生きた英傑の生涯!

913.6

SH 峠 中巻

司馬 遼太郎 著

新潮社

幕府にも官軍にも与せず小藩の中正独立を守ろうとした男の信念!

913.6

SH 峠 下巻

司馬 遼太郎 著

新潮社

維新史上もっとも壮烈な北越戦争に散った最後の武士!

913.6

SH 最も遠い銀河 1 冬

白川 道 [著]

幻冬舎

建築家・桐生晴之は焦れていた。名を売るほどの大きな仕事ができていない現
実に。最愛の女との約束、そして彼女を死に追いやった男への復讐心。激情を
胸に秘め、成功を目指す晴之。だが、小樽署の元刑事・渡誠一郎が、隠し続け
た彼の過去に迫る。出会うはずのない二人が追う者と追われる者になった時、そ
れぞれの宿命が彼らを飲み込んでいく―。

幻冬舎

渡誠一郎は悔いていた。八年前に小樽の海に遺棄された女性の身元を割り出
せなかったことを。死体が揚がったのは、愛娘が不運な事故で命を落とした場所
でもあった。退官してなお消えない執念は、事件解決への僅かな手がかりから再
燃する。そして、名前すらわからぬ一人の男を追い詰めていく。だが、既に誠一
郎の肉体は癌に深く蝕まれていた…。

幻冬舎

ついに晴之の名前を突き止めた誠一郎。一方の晴之は、大きなチャンスを前に
していた。超巨大企業「サンライズ実業」が極秘で進めるホテル建設のプロジェ
クト。彼は、金と欲と思惑が渦巻くその企業の中枢に食い込み、設計の仕事を得
ようとする。だが、不良時代からの親友が、自らの命を犠牲にして起こした事件
が運命を大きく狂わせてしまう…。

913.6

913.6

SH 最も遠い銀河 2 春

SH 最も遠い銀河 3 夏

白川 道 [著]

白川 道 [著]

913.6

SH 最も遠い銀河 4 秋

白川 道 [著]

幻冬舎

信じた友の、命を賭した凶行。晴之の成功は、日陰に生まれ落ちた者たちの悲
願に変わった。哀しみと期待を一身に背負い、悲壮な決意で道を切り開く晴之。
そして、彼に対して深い理解を示しながらも執拗に追い詰めていく誠一郎。つい
に二人が対峙した時、運命は優しく微笑むのか、それとも―。人が人として生き
る意味を問う感動巨編、完結。

913.6

TA

オオカミ県

多和田 葉子 文 溝上
幾久子 絵

論創社

都会の白兎は何を食って生きているのか。現代社会を諷刺し、境界を超えてい
く、不思議さ、可笑しさ、不気味さをはらむ物語を、美しく細密な銅版画絵で描く。
多和田葉子の世界と出会えるアート絵本。

913.6

YU

パレートの誤算

柚月 裕子 著

祥伝社

市役所で生活保護受給者のケアの担当になった聡美。不安を抱く彼女を励まし
てくれた先輩の山川が殺された。優秀な先輩の知られざる一面が見えてきたと
き、新たな惨劇が…。生活保護の闇に迫る、社会派ミステリー。

914.4

YO 徒然草をよみなおす

小川 剛生 著

筑摩書房

「無常観を主題とした遁世者の随筆」と言われがちな吉田兼好の「徒然草」。思
考や足跡を辿って新しく掘り起こした兼好像に基づいて、通説的な読み方にはと
らわれずに、特徴的な章段を読み解く。

914.6

UE

海をあげる

上間 陽子 著

筑摩書房

おびやかされる沖縄での美しく優しい生活。幼い娘を抱え、理不尽な暴力に直面
してなお、その目には光が…。自らの声を聞き取った、著者初のエッセイ集。
『webちくま』『新潮』掲載に加筆修正し、書きおろしを加え単行本化。

916

IG

ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と
五十嵐 大 著
聴こえない世界を行き来して考えた30のこと

幻冬舎

聴こえない親と聴こえる子どもとの間に、どんな出来事が起きうるのか。耳の聴
こえない親に育てられた子ども“コーダ”である著者が、母との格闘の日々を綴
る。『ハフポスト』掲載に加筆修正、書き下ろしを加えて単行本化。

933.7

BU 秘密の花園 上

バーネット 作 山内 玲
岩波書店
子訳

遠いインドでいちどに両親を失ったメアリは、イギリスの田舎のおじさんの家にひ
きとられました。そのお屋敷には、入口の鍵がかかったまま、10年間誰も入った
ことがないという「秘密の庭」がありました…。新訳。

933.7

BU 秘密の花園 下

バーネット 作 山内 玲
岩波書店
子訳

真夜中の出会いをへて仲よくなったメアリとコリン。二人とディコンは、秘密の庭
を生き返らせることと、魔法の実験に熱中します。いきいきしはじめたコリンを、
お屋敷の召使いたちはふしぎに思いはじめますが…。新訳。

933.7

BU 秘密の花園

フランシス・ホジソン・
バーネット [著] 畔柳
和代 訳

新潮社

10歳にして両親を亡くし、親戚に引きとられたメアリ。顔色も悪く愛想のない彼女
を唯一楽しませたのは、ひっそりと隠された庭園だった-。3人の子どもに訪れ
た、美しい奇蹟を描いた児童文学永遠の名作を新訳。

933.7

MC ルーパートのいた夏

ヒラリー・マッカイ 作
冨永 星 訳

徳間書店

20世紀はじめの英国。父、兄とともに暮らす女の子クラリーは、笑顔のすてきな
いとこのルーパートに淡い思いを抱いていた。しかし第一次世界大戦がはじま
り、ルーパートは入隊、平和な日常は終わりをむかえ…。

933.7

RO デルトラの伝説 デルトラ・クエスト

エミリー・ロッダ 作
マーク・マクブライド 絵 岩崎書店
神戸 万知 訳

デルトラ王国の王立図書室員、ジョセフがまとめたデルトラの史実や伝説の
数々。初代国王アディンの冒険や、影の大王の過去が明らかに! これまで描か
れなかったデルトラの秘密の歴史が満載の外伝。

950.2

SA

「星の王子さま」に聞く生きるヒント サン=テグ
稲垣 直樹 著
ジュペリ名言集

平凡社

君がバラのために失った時間こそが、君のバラをかけがえのないものにしている
んだよ-。サン=テグジュペリの著作から選りすぐった名言の数々を「星の王子さ
ま」の挿絵とともに紹介。現代に通じる「生きるヒント」を探る本。

