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002 KO いつもそばには本があった。
國分 功一郎 著　互 盛
央 著

講談社
書物とは、交錯する記憶のネットワークである。書き手は積み上げられてきた知
の記憶にアクセスし、読み手は読書の時空の記憶とともに本に出会う-。人文書
をめぐる状況の変遷を受けとめ、2人の著者が書物について交互に語る。

007.1 IN 人工知能と経済の未来　2030年雇用大崩壊 井上 智洋 著 文藝春秋
あらゆる人々が遊んで暮らせるユートピアか? 一部の人々だけが豊かになるディ
ストピアか? AIの発達でほとんどの人が仕事を失う近未来を、気鋭の経済学者
が大胆に予測する。

007.1 KO
AIが人間を殺す日　車、医療、兵器に組み込
まれる人工知能

小林 雅一 著 集英社
人工知能の判断により人命が奪われる! 「自動運転」の闇、AIによる「医療診断」
の死角、標的を勝手に判別する「自律的兵器」…。差し迫るAIの「真の脅威」を明
らかにする。

007.1 MA
人工知能は人間を超えるか　ディープラーニ
ングの先にあるもの

松尾 豊 [著] KADOKAWA
最先端の人工知能技術「ディープラーニング」。そのテクノロジーは、ヒトを超える
存在を生み出すのか。人間の仕事を、人類の価値を奪うのか。トップクラスの人
工知能学者が、人工知能の現在の実力や状況、可能性を伝える。

007.1 NI AI倫理　人工知能は「責任」をとれるのか
西垣 通 著　河島 茂生
著

中央公論新社
AIがあやまちを犯し、自動運転車が暴走したら、誰が責任をとるのか。そもそも、
AIが人間を凌駕するという予測は正しいのか。来るべきAI社会を倫理的側面か
ら徹底的に論じる。

019 NI 死ぬほど読書 丹羽 宇一郎 著 幻冬舎
人生を面白くするには、本がうってつけだ。ただし、読み方にはコツがある-。伊
藤忠商事前会長、元中国大使でビジネス界きっての読書家が、本の選び方、読
み方、活かし方、楽しみ方を縦横無尽に語り尽くす。

19.5 JU 10代のための読書地図 本の雑誌編集部 編 本の雑誌社
「朝の読書」「夏の読書感想文」対応の、10代におすすめするベスト100座談会
や、ジャンル別ブックガイドを収録。全国書店員がおすすめする10代に読んでほ
しい本&読んでおきたかったと後悔した本なども紹介する。

104 OG
むかしむかしあるところに、哲学者がやってき
た。　7つの昔話で学ぶ日本一おもしろい哲学
入門

小川 仁志 著　おほ し
んたろう イラスト　谷口
崇 昔話脚本

高橋書店
「その桃だれのもの?」「浦島太郎は偽善者か」「鶴を助けたのは下心?」…。7つ
の昔話の登場人物と、歴史上の哲学者の哲学問答をマンガで描く。わかりやす
い題材を使って、「所有権」「実存主義」など有名な哲学思想を紹介。

141.2 IT 手の倫理 伊藤 亜紗 著 講談社
人が人の体にさわる/ふれるとき、そこにはどのような緊張や信頼、あるいは交
渉や譲歩が交わされているのか。さまざまな場面における手の働きに注目しな
がら、そこにある触覚ならではの関わりのかたちを明らかにする。

159.7 MI ミライを生きる君たちへの特別授業 ジュニスタ編集部 編 岩波書店
生きづらさ、人間関係、進路…。さまざまな不安や悩みをもつ中学生に向けて、
大人達が自分の経験や考えを真剣に伝える。東京都内の公立中学校で実際に
行われた授業をまとめた一冊。

159.7 SA
本当の「心の強さ」ってなんだろう?　一生を支
える折れないメンタルのつくり方

齋藤 孝 著 誠文堂新光社
勉強での失敗、友だちづきあい、コンプレックス、将来への不安…。人生の逆境
を乗り越えるには? しなやかで折れない、再生力があってたくましい「柳のメンタ
ル」を身につける方法を伝授する。

289.1 MI マインドトーク　あなたと私の心の話 みたらし 加奈 著 ハガツサブックス
たくさんのことに悩み、ぶつかって、砕けて、今日まで生きてきた-。同性のパート
ナーがいる臨床心理士が、半生を振り返りながらつづる心の話。社会的なこと、
「自分自身をケアしていくこと」についても触れる。

289.2 RE
ナビラとマララ　「対テロ戦争」に巻き込まれた
二人の少女

宮田 律 著 講談社
パキスタンの少女、マララとナビラの運命を分けたものは? 現代イスラムの研究
者が、「対テロ戦争」に巻き込まれた2人の少女の身の上に何が起きたのかを紹
介しながら、「対テロ戦争」が終わらない理由を解き明かす。

289.3 CA 13歳からのレイチェル・カーソン
上遠 恵子 監修　レイ
チェル・カーソン日本協
会 編

かもがわ出版
化学物質がとめどなく使用されたら自然の生態系はどうなるのか-。レイチェル・
カーソンが1962年に出版した問題提起の書「沈黙の春」。生物学者であり、自然
の語り部であったカーソンの生い立ちと作品を紹介します。

302.2 KY
Q&Aで知る中東・イスラーム　1　なにがおきて
る?　現代の中東ニュース

宮田 律 監修 偕成社
中東・イスラームについて、写真やイラストを添え、Q&A形式で紹介するシリー
ズ。1は、イラク戦争、民主化運動「アラブの春」やシリア難民の問題など、21世
紀の中東に関する出来事について解説する。見返しに地図あり。

302.2 KY
Q&Aで知る中東・イスラーム　2　イスラーム誕
生から二十世紀まで　中東の歴史

宮崎 正勝 監修 偕成社
中東・イスラームについて、写真やイラストを添え、Q&A形式で紹介するシリー
ズ。2は、イスラームの誕生、オスマン帝国の興亡、20世紀の出来事など、激しく
ゆれ動いてきた中東の歴史を解説する。見返しに地図・年表あり。

302.2 KY
Q&Aで知る中東・イスラーム　3　イスラームの
人々・ムスリム　そのくらしと宗教

樋口 美作 監修　佐藤
裕一 監修

偕成社
中東・イスラームについて、写真やイラストを添え、Q&A形式で紹介するシリー
ズ。3は、中東の人々のくらしと、イスラームという宗教について解説する。見返し
に地図あり。

302.2 KY
Q&Aで知る中東・イスラーム　4　砂漠と石油と
水と都市　中東の地理と産業

内藤 正典 監修 偕成社
中東・イスラームについて、写真やイラストを添え、Q&A形式で紹介するシリー
ズ。4は、中東の地理的な範囲、砂漠にいる生きものや植物、石油を通した中東
各国と日本の関係などについて解説する。見返しに地図あり。

302.2 KY
Q&Aで知る中東・イスラーム　5　地図・写真・
データで見る　中東の国々

内藤 正典 監修 偕成社
中東・イスラームについて、写真やイラストを添え、Q&A形式で紹介するシリー
ズ。5は、魅力あふれる中東の22の国と地域をとりあげ、歴史や最近のできご
と、国情報などを掲載する。見返しに地図・さくいんあり。

302.2 IK
池上彰の世界の見方 中東　混迷の本当の理
由

池上 彰 著 小学館
なぜ自称「イスラム国」が生まれたのか、なぜエルサレムが火種になるのか、な
ぜアメリカとサウジアラビアの関係が変化しているのか。池上彰が「中東」を解説
する。東京都立国際高校で行った授業をもとに書籍化。

302.2 IK
池上彰の世界の見方 インド　混沌と発展のは
ざまで

池上 彰 著 小学館
ガンディーの非暴力・不服従運動はなぜ勝利したのか? インド人はふた桁同士
の暗算を簡単にできる? 池上彰が、インドの事実をわかりやすく解説する。東京
都立大泉高等学校附属中学校で行った特別授業をもとに書籍化。

302.2 IK
池上彰の世界の見方 東南アジア　ASEANの
国々

池上 彰 著 小学館
タイ式政権交代とは何か? 「明るい北朝鮮」と呼ばれる意外な国とは? 東南アジ
ア各国の“光と影”を徹底解説する。東京学芸大学附属高等学校で行った特別
授業をもとに書籍化。

302.2 IK
池上彰の世界の見方 朝鮮半島　日本はどう
付き合うべきか

池上 彰 著 小学館
反日のルーツは何なのか? 池上彰が朝鮮半島の驚きの戦後史と現在抱える問
題、そして日本はどう付き合っていけばよいのかを解説する。東京都立西高校で
行った特別授業をもとに書籍化。
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302.3 IK
池上彰の世界の見方 イギリスとEU　揺れる連
合王国

池上 彰 著 小学館
EU離脱はなぜ泥沼に陥ったのか? 若者が投票に行っていれば、EUに残留して
いた? 池上彰が、意外に知らないイギリスのEU離脱の実情をわかりやすく解説
する。東京都立富士高等学校で行った特別授業をもとに書籍化。

302.3 IK
池上彰の世界の見方 ロシア　新帝国主義へ
の野望

池上 彰 著 小学館
プーチン大統領は脅威か? 東西冷戦とソ連崩壊、北方領土問題、国際紛争への
介入など、ロシアの基礎知識から最新情報までを解説する。渋谷教育学園(中学
校・高等学校)で行った特別授業をもとに書籍化。

304 HI ポスト資本主義　科学・人間・社会の未来 広井 良典 著 岩波書店
近代科学とも通底する人間観・生命観にまで遡りつつ、人類史的なスケールで
資本主義の歩みと現在を吟味。定常化時代に求められる新たな価値とともに、
資本主義・社会主義・エコロジーが交差する先に現れる社会像を描く。

309.1 KU リベラルの敵はリベラルにあり 倉持 麟太郎 著 筑摩書房
「フェイク」リベラルの語る「ハリボテ」立憲民主主義ではもう闘えない-。気鋭の
法律家が、ナショナル・アイデンティティによる包摂、「人の支配」から「法の支
配」への脱却を提言する。リベラル再生に向けた挑戦状。

311.1 SA 不平等を考える　政治理論入門 齋藤 純一 著 筑摩書房
この20年あまり、多くの国で格差の拡大が進んだ。この不平等の問題を克服す
るためにどう考えればいいのか。私たちが尊重すべき「平等な関係」とは何かを
根底から問いなおし、そうした社会を可能にするための制度を構想する。

311.7 YA
ポピュリズム　世界を覆い尽くす「魔物」の正
体

薬師院 仁志 著 新潮社
社会の分断を煽動する政治家が、至る所で熱い支持を集めている。エリートとイ
ンテリを敵視する「思想」は、なぜ世界を席巻するに至ったのか。橋下徹と対決し
た経験を持つ社会学者が、起源にまでさかのぼって本質をえぐり出す。

311.7 SA 多数決を疑う　社会的選択理論とは何か 坂井 豊貴 著 岩波書店
選挙制度の欠陥と綻びが露呈する現在の日本。多数決は本当に国民の意思を
反映しているのか? 社会的選択理論の視点から、人びとの意思をよりよく集約で
きる選び方のルールをさぐる。

312 MA ルポ漂流する民主主義 真鍋 弘樹 著 集英社
中間層の没落、ポピュリズムの台頭…。民主主義が世界中で崩壊の危機に瀕し
ている。朝日新聞前ニューヨーク支局長が世界で連続発生する「有権者の乱」を
描いた渾身のルポルタージュ。吉田徹らへのインタビューも収録する。

312.5 KA
ルポ トランプ王国　[1]　もう一つのアメリカを
行く

金成 隆一 著 岩波書店
アパラチア山脈を越えると状況が一変した。トランプを支持する人々がいた。山
あいのバー、ダイナー、床屋、時には自宅に上がり込んで聴いた、将来を案ずる
勤勉な人たちの声を通して、もう一つのアメリカを紹介する。

312.5 KA ルポ トランプ王国　2　ラストベルト再訪 金成 隆一 著 岩波書店
都市と地方の中間に位置し揺れる「郊外」、さらに、深南部に広がる熱心なキリ
スト教徒の多い「バイブルベルト」…。トランプ就任後、2017?19年の「トランプ王
国」の真の姿を伝える。

323.1 KI 憲法という希望
木村 草太 著　国谷 裕
子 対談

講談社
憲法に込められた本当の力とは? 憲法の理念をわかりやすく解説しつつ、人権
や地方自治の社会問題を例に、日本国憲法をどう現実に活かすのかを語る。国
谷裕子との対談、日本国憲法全文も収録。

331 TS AIの経済学　「予測機能」をどう使いこなすか 鶴 光太郎 著 日本評論社
AIは我々の仕事を奪うのか? それとも頼もしい味方なのか? AIの経済社会への
影響を総合的・俯瞰的に評価しながら、AIのさまざまな活用事例を紹介。AI時代
に必要なスキルや能力、人材育成のあり方などを示す。

332.1 YO
人口と日本経済　長寿、イノベーション、経済
成長

吉川 洋 著 中央公論新社
人口減少が進む日本。財政赤字は拡大の一途をたどっているが、「日本の衰退
は不可避」との思い込みに対し、経済学は「否」と答える。日本に蔓延する「人口
減少ペシミズム(悲観論)」を排し、日本経済の本当の課題に迫る。

333.8 MI SDGs　危機の時代の羅針盤 南 博 著　稲場 雅紀 著 岩波書店
2030年の期限まで10年を切り、貧困や格差、環境破壊等の慢性的危機に加え、
パンデミック危機の今その真価が問われているSDGs。日本政府の元交渉官と
NGO代表とがSDGsの概要、交渉秘話、実践と展望を紹介する。

333.8 MI
武器ではなく命の水をおくりたい 中村哲医師
の生き方

宮田 律 著 平凡社
2019年12月、アフガニスタンで凶弾に倒れた中村哲医師。35年にわたり、パキス
タンとアフガニスタンで人道支援にあたった生涯をたどりながら、その生き方、考
え方を伝える。

334.3 MA 無子高齢化　出生数ゼロの恐怖 前田 正子 著 岩波書店
少子化対策が叫ばれながら、下がり続ける日本の出生率。そのカギは、就職氷
河期世代、団塊ジュニア・ポスト団塊ジュニアの未婚化にあった-。一貫して子育
てを研究してきた著者が、少子化対策失敗の歴史と対抗策を記す。

334.4 MA
まんがクラスメイトは外国人　入門編　はじめ
て学ぶ多文化共生

「外国につながる子ども
たちの物語」編集委員
会 編

明石書店
さまざまな国や地域にルーツを持つ子どもたちは、差別や困難な状況とたたか
わざるをえない状況に置かれている。そうした「外国につながる子どもたち」を受
け入れる学校と、そこの子どもたちの様子をまんがで描く。

334.4 MA
まんがクラスメイトは外国人　課題編　私たち
が向き合う多文化共生の現実

「外国につながる子ども
たちの物語」編集委員
会 編

明石書店
差別や困難な状況とたたかう、外国にルーツを持つ子どもたち。ハーフ、移民政
策、貧困、戦争責任、領土問題など、様々な社会的問題や課題を、事例に基づく
ストーリーマンガで描く。多文化共生を考えるためのQ&Aも収録。

335.8 UR
あなたのキャリアのつくり方　NPOを手がかり
に

浦坂 純子 著 筑摩書房
自分のキャリアを「創る」には? 多様化する就業とキャリア、キャリアの選択肢と
してのNPO…。「普通に働く」が揺らいでいることを踏まえ、それに代わる道(選択
肢)を実例とともに示す。

361.4 TE 対話する社会へ 暉峻 淑子 著 岩波書店
地域で、社会で、国家間で、今いかに「対話」が喪われ、その結果何が起きてい
るのか。人と人のつながりを取り戻し、社会を変革していく「対話」とは、人間に
とって何なのか。豊富な事例をもとに説く、渾身の警世の書。

361.4 SH
「ハーフ」ってなんだろう?　あなたと考えたいイ
メージと現実

下地 ローレンス吉孝
著

平凡社
「ハーフ」などの言葉は浸透しているが、現実にはそれぞれの人がさまざまな経
験をしている。社会構造やイメージを問い直し、一人ひとりの声を聞き、人権やメ
ンタルヘルスについて考える。

361.7 YA
地方消滅の罠　「増田レポート」と人口減少社
会の正体

山下 祐介 著 筑摩書房
「2040年までに全国の市町村の半数が消滅する」とぶちあげ、「すべての町は救
えない」と煽った増田レポート。だがその警鐘にこそ、地方を消滅へ導く罠が潜ん
でいる。増田レポートの虚妄を暴き、地方再生への道筋を示す。

361.8 ID 18歳からの格差論　日本に本当に必要なもの
井手 英策 著　田渕 正
敏 [画]

東洋経済新報社
日本人は格差是正に消極的? 中間層が貧困層を罵倒する分断社会を変える方
法とは? 気鋭の財政学者が、みんなが幸福になれる、自由で公正な社会の可能
性について考える。

361.8 HA 新・日本の階級社会 橋本 健二 著 講談社
豊かな人はより豊かに、貧しい人はより貧しく…。日本はすでに「階級社会」に
なっている! SSM調査(社会階層と社会移動全国調査)データと2016年首都圏調
査データを中心に、現代日本の実情を明らかにする。

364 KI 社会保障再考　<地域>で支える 菊池 馨実 著 岩波書店
社会的に孤立したり、生活に困窮している人への各地での「相談支援」が、新た
な可能性を育んでいる。その実践を明らかにし、法律や社会保障制度のなかに
位置づけながら、その先にある新たな<地域>づくりにも注目する。



366 AN これだけは知っておきたい働き方の教科書 安藤 至大 著 筑摩書房
私たちはなぜこんな働き方をしているのか、いつまでこんな働き方を続けるの
か。労働経済学の見地から、働くことにまつわる根本的な疑問を解き明かし、働
くことの構造・現状・未来・対策を具体的な事例に沿って解説する。

366.5 GE 雇用は契約　雰囲気に負けない働き方 玄田 有史 著 筑摩書房
契約期間を軸に、多様化が進む21世紀日本の雇用の現実を見据え、誰もが納
得できる職業人生を歩んでゆくための、望ましい雇用社会のあり方を提言する。
悔いなき職業人生を送るためのヒントが満載。

367.1 JE
ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみ
た　あなたがあなたらしくいられるための29問

佐藤 文香 監修　一橋
大学社会学部佐藤文
香ゼミ生一同 著

明石書店
日本はLGBTに寛容な国だよね? フェミニズムって危険な思想なんでしょ? ジェン
ダー研究のゼミに所属している学生たちが、実際に友人や知人に投げかけられ
た29の問いに真っ正面から向き合ったQ&A集。

367.6 AS 「若者」とは誰か : アイデンティティの30年 浅野智彦 著 河出書房新社
若者たちは自らのアイデンティティをいかに探求し提示してきたか、大人たちは
それをいかに捉え語ろうとしてきたか。若者のリアルと大人の視線とが絡み合い
ながら変化してきた30年の軌跡を描き出す。補章を加えた増補新版。

369.1 SH 社会福祉士・精神保健福祉士になるには
田中 英樹 編著　菱沼
幹男 編著

ぺりかん社
生活に困難を抱える人を支援する社会福祉士・精神保健福祉士。第一線で活躍
する人たちの生きた仕事現場を取材するほか、仕事の内容や収入・将来性、<な
り方>などをくわしく解説する。「なるにはフローチャート」も掲載。

369.4 SH 子育て支援と経済成長 柴田 悠 著 朝日新聞出版
子育て支援の経済効果は投入予算の2.3倍!? 子育て支援が社会全体に対して、
どのような経済効果をもつのかを分析。さらに、子育て支援が出生率、自殺率、
子どもの貧困率などにもたらす影響も紹介する。

372.1 NA 日本の公教育　学力・コスト・民主主義 中澤 渉 著 中央公論新社
教育無償化、学力低下、待機児童など、近年の教育の論点は多岐にわたる。学
校教育とはそもそも何のためにあるのか? 学校とそれを取り巻く環境を歴史的背
景や統計などのエビデンスを通して論じ、その社会的意義を明かす。

375.8 KO
ことばの教育を問いなおす　国語・英語の現
在と未来

鳥飼 玖美子 著　苅谷
夏子 著　苅谷 剛彦 著

筑摩書房
国語・英語という「ことばの教育」には、そもそもどんな意味があるのか。どうやっ
て「ことばの力」を鍛えるのか。国語教育、英語教育の専門家と社会学者がリ
レー形式で考察する。

376.8 SA 農学部　中高生のための学部選びガイド 佐藤 成美 著 ぺりかん社
農学部をめざす人のための学部案内。農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。

388.1 SA 妖怪がやってくる 佐々木 高弘 著 岩波書店
昔の記録や物語に書かれた妖怪はどこに出現し、人々はどのように対応したの
か、妖怪の現れ方は時代によってどのように変わったか。古代から現代までのさ
まざまな文献を用いて、妖怪の正体に迫る。

404 KO
理系の「なぜ?」がわかる本　5分でわかるイラ
スト図解!

小谷 太郎 著 青春出版社
身近な日常の現象から、先端科学ニュースの報じる新発見・新発明まで、理系
の「なぜ?」を取り上げてやさしく解説。知識ゼロからの理系アタマ超入門。『朝日
中高生新聞』連載「ゆるくてガチな理系ワールド」を書籍化。

404 SA
科学とはなにか　新しい科学論、いま必要な
三つの視点

佐倉 統 著 講談社
普遍的な知識の体系である科学だが、「いつでもどこでも正しい」わけではない。
なぜか? どう考えればいいのか? 科学の意味を問い直す、新しい科学論。

460 KO 生物はなぜ死ぬのか 小林 武彦 著 講談社
生命の死には重要な意味がある。遺伝子に組み込まれた「死のプログラム」とは
-。根源的な疑問である「そもそもなんで生き物は死ぬのか」について、生物学的
視点から考察する。

462.1 MO ゲッチョ先生と行く沖縄自然探検 盛口 満 著 岩波書店
博物学者ゲッチョ先生が、生き物の宝庫・沖縄を案内! 沖縄島、宮古島、石垣
島、西表島、与那国島を中心として、島々の個性的な自然や文化を、臨場感あ
ふれるイラストと共に紹介します。

480.4 OK
誰かに話したくなる摩訶不思議な生きものた
ち

岡部 聡 著 文藝春秋
人間の漁を手伝うブラジルのイルカ、子育てするアマゾンの古代魚ピラルクー
…。「NHKスペシャル」「ダーウィンが来た!」などの名物TVマンが、世界各地の現
場で見て感じた、自然の中の生きものたちの物語を綴る。

485.7 SH ダニが刺したら穴2つは本当か? 島野 智之 著 風濤社
四季折々のダニとの出会い、そして別れ…。人に危害を加えるダニ、森の中で分
解者として暮らす人に無害なダニなど、世界に5万種いるダニの多様性を紹介。
美しいダニの電子顕微鏡写真も掲載。『Web科学バー』連載を書籍化。

493.7 HA
ボクはやっと認知症のことがわかった　自らも
認知症になった専門医が、日本人に伝えたい
遺言

長谷川 和夫 著　猪熊
律子 著

KADOKAWA
これまで何千人もの患者を診てきた認知症の専門医は、認知症になって何を思
い、どう感じているのか。自身の半生や生き方、日本の認知症の歴史に触れな
がら、日本人に伝えたい「遺言」を語る。『読売新聞』連載を加筆し書籍化。

498 MO
日本の医療の不都合な真実 : コロナ禍で見え
た「世界最高レベルの医療」の裏側

森田洋之 著 幻冬舎
病院数も病床数も世界一多い日本で、なぜ「医療崩壊」の危機が叫ばれている
のか。コロナ禍で露呈した日本の医療の問題点、衝撃の実態を明らかにし、人
生の主導権を医療に奪われない生と死のあり方を問う。

498 IR 医療崩壊の真実
渡辺さちこ アキよしか
わ 著

エムディエヌコーポレー
ション、インプレス (発
売)

病院・医師が増えれば本当に国民の健康と医療の質は保たれるのか? メディア
の報道で懸念される「医療崩壊」の真実を明らかにし、本当に起きている「問題」
の深淵を見極める。日本病院会・相澤孝夫との鼎談も収録。

519.07 OG 環境専門家になるには 小熊 みどり 著 ぺりかん社
環境問題の解決のために、様々な分野で活躍する環境専門家。第一線で活躍
する人たちの生きた仕事現場を取材するほか、仕事の内容や収入・将来性、<な
り方>などをくわしく解説する。「なるにはフローチャート」も掲載。

519.4 IS
海洋プラスチックごみ問題の真実　マイクロプ
ラスチックの実態と未来予測

磯辺 篤彦 著 化学同人
海のプラスチックはなぜ問題か? 海洋プラスチックごみ研究の第一人者が、その
汚染の実態や、マイクロプラスチックが生物に与える影響などを科学的な根拠に
基づき丁寧に解説。新たな環境問題への挑戦を真摯に語る。

519.7 NA
大量廃棄社会　アパレルとコンビニの不都合
な真実

仲村 和代 著　藤田 さ
つき 著

光文社
たくさん作って、無駄に捨てられる年間10億着の衣服や、大量の恵方巻き。「無
駄」の裏には必ず「無理」が潜んでいる。大量廃棄社会の実情と解決策を、
「SDGsプロジェクト」に取り組む朝日新聞記者2人がレポートする。

611.3 HI
食べものから学ぶ世界史　人も自然も壊さな
い経済とは?

平賀 緑 著 岩波書店
食べものから世界経済の歴史を学べば、人も自然も壊さない「経世済民」が見え
てくる。すべての問題の根底にある資本主義のカラクリを、小麦粉や砂糖、油、ト
ウモロコシ、豚肉などの食べものから解き明かす。

672.1 MI
商店街はいま必要なのか　「日本型流通」の
近現代史

満薗 勇 著 講談社
「消費の論理」を突き詰めたスーパーやコンビニが、「地域の論理」に支えられた
商店街を席巻してゆく。「安くて便利で消費者のため」のその先は? 小売革新の
歴史的展開に注目して、日本型流通の近現代史を描く。

675 FU
「つくす」若者が「つくる」新しい社会　新しい若
者の「希望と行動」を読む

藤本 耕平 著 ベストセラーズ
他人に「つくす」ことで自分の世界を広げることができると知った今どきの若者た
ち。右肩上がりの時代を知らない彼らの「消費選択」の背景と、社会参画の真意
を分析し、若者が「つくる」新しい社会の可能性に迫る。



694.6 AP アプリケーションエンジニアになるには
小杉 眞紀 著　吉田 真
奈 著　山田 幸彦 著

ぺりかん社
主にスマホのアプリケーションソフトウェアを開発するエンジニアたちの仕事現場
を取材するほか、収入と生活、将来性、<なり方>などをくわしく解説する。「なる
にはフローチャート」も掲載。

726.5 YO
絵がふつうに上手くなる本　はじめの一歩×
上手い絵の技術×安定して稼ぐ秘訣

よー清水 著 SBクリエイティブ
絵を描くには何から始めたらよいですか? どうしたら上手い絵が描けますか? 絵
で稼ぐには何が必要ですか? 絵が上手い人が無意識でやっていて、みんなが一
番知りたい「ふつう」の部分を徹底的に解説します。

780.1 HI スポーツする人の栄養・食事学 樋口 満 著 集英社
競技種目や年齢層、性別はもちろん、練習期、試合当日、試合後、減量中、増
量中、ケガからの回復期などで、とるべき食事や栄養のタイミングは異なる。より
よい結果をだすための栄養・食事術を、Q&A形式で詳細に解説する。

810 KO 国語をめぐる冒険

渡部 泰明 著　平野 多
恵 著　出口 智之 著
田中 洋美 著　仲島 ひ
とみ 著

岩波書店
国語は、人間として成長することと深く関わる科目。人の心との出会い、他者と
の出会い、言葉や国語との出会い…。さまざまな作品を取り上げながら、国語と
いう冒険の旅で得る出会いを紹介する。コラムも掲載。

816.5 OH 小論文 書き方と考え方 大堀 精一 著 講談社
相手に伝わる文章はどうすれば書けるのか。「書く」ことと論理的思考、そしてそ
の相関を鍛え、自分の思いや考えを的確に他者に届ける小論文の書き方を解
説する。

913.6 AO 水野瀬高校放送部の四つの声 青谷 真未 著 早川書房
弱小放送部に集まった4人の高校生。彼らはそれぞれ言葉にできない悩みを抱
えていた。友達、家族、将来…ままならない思いを声に託した高校生たちの1年
を綴る、声と祈りの青春群像。

913.6 CH 久遠の檻 知念 実希人 著 新潮社
アイドルとして芸能活動をしていた15年前とまったく同じ容姿で病院に現れた楯
石希津奈を見て驚いた精神科部長の墨田淳子は、統括診断部の天久鷹央に診
察を依頼する。だが父親が現れ、希津奈は連れ去られ…。医療ミステリー。

913.6 HA 総理の夫 = First Gentleman 原田マハ 著 実業之日本社
待ったなしの日本にさっそうと現れた―史上初の女性総理、わが妻・凛子、君を
守る!山本周五郎賞作家が贈る、政界エンターテインメント&夫婦愛の物語。

913.6 HI 透明な螺旋 東野 圭吾 著 文藝春秋
愛する人を守ることは罪なのか-。房総沖で男性の遺体が見つかり、失踪した恋
人の行方をたどると、関係者として天才物理学者の名が挙がった。草薙は、横
須賀の両親のもとに滞在する湯川学を訪ねるが…。

913.6 IT あしたの幸福
いとう みく 著　松倉 香
子 絵

理論社
中学生の雨音の父が事故で死んだ。父と2人暮らしだった雨音は、親戚の世話
になりたくなくて、赤ん坊の頃に家を出た産みの母と一緒に暮らすことを選んだ。
どんな名もつかない間柄がつむぐ糸の行方は…。

913.6 KA 夜行秘密 カツセ マサヒコ 著 双葉社
それは、彼女と僕だけの秘密です-。川谷絵音率いるバンド「indigo la End」の同
名アルバムに収録されている楽曲14曲をベースに書き下ろした、激情の恋愛
譚。

913.6 KA
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5部[6]　女神の化身
6

香月 美夜 著 TOブックス
「婚約を解消し、王の養女になる」 エーレンフェストに帰還したローゼマインの報
告は領主一族に混乱をもたらす。中央に移動するまでに与えられた期間は1年-
。書き下ろし短編2本、4コマ漫画も収録。

913.6 KI 太陽の子　GIFT OF FIRE
黒崎 博 原作　樹島 千
草 小説

集英社
1945年夏。軍の密命を受けた京都帝国大学物理学研究室では、原子核爆弾の
研究が進んでいた…。日本の原爆開発を背景に、3人の若者の決意と想いを描
いた300日の青春グラフィティ。2021年8月公開映画のノベライズ。

913.6 MA ヒトコブラクダ層ぜっと　上 万城目 学 著 幻冬舎
貴金属泥棒で大金を手にした三つ子の前に、ライオンを連れた謎の女が現れた
時、彼らの運命は急転する。砂漠の地で三つ子が目撃する驚愕の展開とは!?
ジェットコースターエンターテインメント。『小説幻冬』掲載を加筆修正。

913.6 MA ヒトコブラクダ層ぜっと　下 万城目 学 著 幻冬舎
自衛隊PKO部隊の一員としてイラクに派遣された三つ子。彼らを待ち構えていた
のは砂漠の底に潜む巨大な秘密、そして絶体絶命の大ピンチだった! ジェット
コースターエンターテインメント。『小説幻冬』掲載を加筆修正。

913.6 MI ブレイブ・ストーリー　上　改版 宮部 みゆき [著] KADOKAWA
小学5年生の亘は、父から「この家を出てゆく」と告げられる。幽霊ビルで転校
生・美鶴の秘密を目撃し、運命を変える旅の入口の存在を知った亘は、幻界
(ヴィジョン)と呼ばれる異世界への旅立ちを決意し…。

913.6 MI ブレイブ・ストーリー　中　改版 宮部 みゆき [著] KADOKAWA
幸せな日常を取り戻すため、魔法が支配する幻界(ヴィジョン)へ旅立ったワタル
は、水人族のキ・キーマと仲間になる。洞窟に潜む骸骨、地底湖の巨大モンス
ター…。数々の試練を乗り越え、運命の塔にたどり着けるのか?

913.6 MI ブレイブ・ストーリー　下　改版 宮部 みゆき [著] KADOKAWA
運命の塔に迫りつつあったワタルは、思いもよらず幻界(ヴィジョン)の危機に巻
き込まれる。それにはミツルの存在が関わっていた。現世の幸福と幻界の未来
を天秤にかけた時、ワタルが導き出した答えとは-。

913.6 NA 100万回生きたきみ 七月 隆文 [著] KADOKAWA
さまざまな人生を繰り返し生き、終わらぬ命に何もかもがどうでもよくなっていた
女子高生の美桜。ある日、学校の屋上から身を投げようとしたところを、同級生
の光太に救われて…。Twitterの創作漫画を小説化。

913.6 ON 薔薇のなかの蛇 恩田 陸 著 講談社
英国へ留学中のリセは、友人のアリスから薔薇をかたどった館のパーティに招
かれる。アリスの家族と交流を深めるリセ。折しもその近くでは、首と胴体が切断
された遺体が見つかり…。『メフィスト』掲載を加筆修正し単行本化。

913.6 SA ブラザーズ・ブラジャー 佐原 ひかり 著 河出書房新社
父の再婚で、新しい母・瞳子さんと弟・晴彦と暮らすことになった高校1年生のち
ぐさ。ある日、晴彦がブラジャーを着けているところに遭遇し…。「きみのゆくえに
愛を手を」を改題した表題作に、「ブラザーズ・ブルー」を併録。

913.6 SE 少年H 上巻 妹尾河童 [著] 講談社

胸に「H.SENO」の文字を編み込んだセーター。外国人の多い神戸の街でも、昭
和十二年頃にそんなセーターを着ている人はいなかった…。洋服屋の父親とク
リスチャンの母親に育てられた、好奇心と正義感が人一倍旺盛な「少年H」こと妹
尾肇が巻き起こす、愛と笑いと勇気の物語。毎日出版文化賞特別賞受賞作。

913.6 SE 少年H 下巻 妹尾河童 [著] 講談社

この戦争はなんなんや?―忘れられかけている太平洋戦争とその時代を、純粋
な「少年H」の眼を通して現代に記した、著者初の自伝的長編小説。戦争のまっ
ただ中を逞しく生きる悪童とその家族が感動を巻き起こす大ベストセラー作品。
戦争を知らない少年少女はもちろん大人たちもぜひ読み継いでほしい名作。毎
日出版文化賞特別賞受賞作。

913.6 SH 星のように離れて雨のように散った 島本 理生 著 文藝春秋
幼い頃に失踪した父、書きかけの小説、宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」。大学院生
の春は、父との記憶を掘り起こすうちに、現在の自分の心の形が浮き彫りになっ
ていき…。「私」をめぐる旅の物語。『別册文藝春秋』掲載を単行本化。

913.6 SH 次郎物語　3 下村 湖人 作 岩波書店
朝倉先生が主宰する白鳥会に入会し、人生を深く考えるようになる次郎。筑後川
上流探検、宝鏡先生とのトラブル、実父が営む酒屋の番頭の不始末などのエピ
ソードを通して、急激な精神的成長をとげる次郎の姿をつぶさに描く。



914.6 NA 知の体力 永田 和宏 著 新潮社
「答えは必ずある」などと思ってはいけない-。細胞生物学者にして日本を代表す
る歌人でもある著者が、これから学ぶ人、一生学び続けたい人たちに向けて、自
力で生きぬくための本物の「知」の鍛錬法を説く。

914.6 KU 老いのゆくえ 黒井 千次 著 中央公論新社
優先席での年齢比べ、一向に進まない本の整理、曲げた腰を伸ばす難しさ、隙
を見ては襲ってくる眠気、病気との付き合い方…。85歳の「区切り」を超えた作家
が、老いゆえの失敗と喜びを描く。

933.6 DO 回想のシャーロック・ホームズ
アーサー・コナン・ドイ
ル 著　深町 眞理子 訳

東京創元社

レースの本命馬が失踪し、調教師の死体が発見された。犯人は厩舎情報をさぐ
りにきた男なのか?錯綜した情報から事実のみを取りだし、推理を重ねる名探偵
ホームズの手法が光る「“シルヴァー・ブレーズ”号の失踪」。探偵業のきっかけ
となった怪事件「“グロリア・スコット”号の悲劇」、宿敵モリアーティー教授登場の
「最後の事件」など収録。

933.6 DO 恐怖の谷
アーサー・コナン・ドイ
ル 著　深町 眞理子 訳

東京創元社
シャーロック・ホームズのもとに届いた暗号の手紙は、サセックス州の領主館の
あるじに危機が迫っていることを告げるものだった。そして現実に事件が発生。
捜査に乗りだしたホームズが解き明かした驚愕の真相とは?

933.6 DO シャーロック・ホームズ最後の挨拶
アーサー・コナン・ドイ
ル 著　深町 眞理子 訳

東京創元社
怪奇な雰囲気が横溢する事件「<ウィステリア荘>」、ワトスンが目にしたベッドに
横たわるホームズの衝撃的な姿「瀕死の探偵」、シリーズ中で異彩を放ち長い余
韻を残す表題作など、全8編を収録した短編集。

933.6 DO シャーロック・ホームズの事件簿　新版
アーサー・コナン・ドイ
ル 著　深町 眞理子 訳

東京創元社
ベーカー街221Bを訪れる依頼人が持ち込む難事件の数々-。トリックが光る「ソ
ア橋の怪事件」、シリーズ随一の奇怪な事件「這う男」など、名探偵シャーロック・
ホームズの晩年の活躍を描いた全12編を収録。

933.6 DO シャーロック・ホームズの復活
アーサー・コナン・ドイ
ル 著　深町 眞理子 訳

東京創元社
名探偵ホームズが宿敵モリアーティー教授とともに消えてから3年。青年貴族の
奇怪な殺害事件をひとりわびしく推理していたワトスンに、奇跡のような出来事
が起きる…。名探偵の復活を描いた「空屋の冒険」など、13編を収録。

933.6 DO シャーロック・ホームズの冒険
アーサー・コナン・ドイ
ル 著　深町 眞理子 訳

東京創元社

ミステリ史上最大にして最高の名探偵シャーロック・ホームズの推理と活躍を、
ワトスンが綴るシリーズ第1短編集。ホームズの緻密な計画がひとりの女性に
よって破られる「ボヘミアの醜聞」、赤毛の男を求める奇妙な団体の意図が鮮や
かに解明される「赤毛組合」、閉ざされた部屋での怪死事件に秘められたおそる
べき真相「まだらの紐」など、いずれも忘れ難き12の名品を収録。

933.6 DO バスカヴィル家の犬
アーサー・コナン・ドイ
ル 著　深町 眞理子 訳

東京創元社
名家バスカヴィル家の当主が怪死を遂げた。死体の近くには巨大な犬の足跡が
あり、全身から光を放つ巨大な生き物が目撃されていた。それらが示唆するの
は忌まわしい「バスカヴィル家の犬」の伝説…。ホームズが怪事件に挑む!

933.6 DO 緋色の研究
アーサー・コナン・ドイ
ル 著　深町 眞理子 訳

東京創元社

異国への従軍から病み衰えて帰国した元軍医のワトスン。下宿を探していたとこ
ろ、同居人を探している男を紹介され、共同生活を送ることになった。下宿先は
ベイカー街221番地B、相手の名はシャーロック・ホームズ―。永遠の名コンビと
なるふたりが初めて手がけるのは、アメリカ人旅行者の奇怪な殺人事件。その
背後にひろがる、長く哀しい物語とは。ホームズ初登場の記念碑的長編。

933.6 DO 四人の署名
アーサー・コナン・ドイ
ル 著　深町 眞理子 訳

東京創元社

自らの頭脳に見合う難事件のない日々の退屈を、コカインで紛らわせていた
シャーロック・ホームズ。そんな彼のもとに、美貌の家庭教師メアリーが奇妙な依
頼を持ちこんできた。父が失踪してしまった彼女へ、毎年真珠を送ってきていた
謎の人物から呼び出されたという。不可解な怪死事件、謎の“四の符牒”、息詰
まる追跡劇、そしてワトスンの恋…。忘れがたきシリーズ第2長編。

974 GI コロナの時代の僕ら
パオロ・ジョルダーノ 著
飯田 亮介 訳

早川書房
この災いに立ち向かうために、僕らは何をするべきだったのだろう。何をしてはい
けなかったのだろう。そしてこれから、何をしたらよいのだろう-。コロナの時代を
生きる人々に、イタリア人作家が贈る痛切で誠実なエッセイ集。

986 AL 戦争は女の顔をしていない
スヴェトラーナ・アレクシ
エーヴィチ [著]　三浦
みどり 訳

岩波書店
ソ連では第二次世界大戦で百万人をこえる女性が従軍し、看護婦や軍医として
のみならず兵士として武器を手にして戦った。五百人以上の従軍女性から聞き
取りをおこない戦争の真実を明らかにした、ノーベル文学賞作家の主著。

986 AL チェルノブイリの祈り　未来の物語　完全版
スヴェトラーナ・アレクシ
エーヴィチ [著]　松本
妙子 訳

岩波書店
1986年4月26日午前1時23分、チェルノブイリの原発事故は起こった。人間の想
像力をこえる巨大な惨事に遭遇した人びとの語る個人的な体験、苦悩をとおして
放たれる切なる声と願いを、丹念な取材により書きとめる。


