
書名 著者名 出版社 内容紹介

007.3 OT AIは人類を駆逐するのか?　自律世界の到来 太田 裕朗 著 幻冬舎(発売)
原子力、遺伝子操作に続いて登場した画期的なテクノロジー「AI」が人類にもた
らすのは脅威か福音か-。博士×ベンチャー企業経営者の著者が、人類史上最
大のパラダイムシフトを自らの研究と実践に基づいて解説する。

014.6 TO 図書館のための簡単な本の修理 高岡 容子 原案・監修 少年写真新聞社
図書館で働く人々へ向けて、費用をあまりかけず、身近にある道具で簡単にでき
る児童書の修理方法を、写真やイラストで紹介。利用者へのアナウンスや、日常
のメンテナンスなど、本の取り扱いについても触れる。

141.2 YA
皮膚はいつもあなたを守ってる　不安とストレ
スを軽くする「セルフタッチ」の力

山口 創 著 草思社
寂しいとき、不安なとき。人は無意識に自分に触れて自分を癒やしている。自分
の皮膚に優しく触れて自分を愛する方法や、マイルドな刺激を皮膚に与えるスト
レス解消法などを紹介する。

141.5 JY
10代からの批判的思考 : 社会を変える9つの
ヒント

名嶋義直 編著　他 明石書店
多様化や複雑化が進む現代社会では「生きる力」が求められる。学校生活か
ら、生涯教育、働き方、メディア、表現の自由、多文化共生、グローバル人材ま
で。読者と執筆者が一緒になりアクティブに考える、多様な生き方の羅針盤。

159 MI
あなたが未来に選択肢を残すための「よりよ
い」生き方

美達 大和 著 WAVE出版
学ぶこと、働くこと、お金のこと、これからの日本のこと-。80000冊以上の本を通
して、世のなかと人間を見つめてきた無期懲役囚が、輝ける人生の送り方を伝
える。

159.6 YU
君なら、越えられる。涙が止まらない、こんな
どうしようもない夜も

yuzuka 著 大和書房
誰かの乱暴な言葉や態度に傷つけられた日、昔の思い出に引きずられて眠れ
ない日、なんとなくついていなくて、むしゃくしゃしている日-。そんな時に寄り添う
言葉がつまった、薬箱のようなエッセイ集。

210.6 TS
日本人は何を捨ててきたのか　思想家・鶴見
俊輔の肉声

鶴見 俊輔 著　関川 夏
央 著

筑摩書房
3・11以後を、日本人はどう生きるか-。思想家・鶴見俊輔と、評論家・関川夏央
が、日本人が捨ててきたもの、そして日本の退廃を止めるものを語り合う。戦後
日本の思想史に大きな足跡を残した鶴見俊輔の晩年の言葉。

210.7 WA
わたしたちもみんな子どもだった　戦争が日常
だった私たちの体験記

和久井 香菜子 著 ハガツサブックス
あなたは、玉音放送をどこで聴きましたか? ソニー元副社長、裏千家の前家元、
元プロテニスプレイヤー、世界最高齢の現役薬剤師など、戦中戦後に子ども時
代を過ごした人たちが語る終戦記念日の記憶。

215.4 SY 写真が語る　浜松市の110年 しなのき書房 いき出版
浜松市が市制110周年を迎えたのを記念し、大正、昭和、平成を写真でたどる
「写真が語る 浜松市の110年」が発刊された。 市民から募った写真600枚余を掲
載。 その時々のイベントや町並みなど懐かしい写真が並んでいる。

242.03 HA ツタンカーメン黄金の秘宝 ザヒ・ハワス 著 河出書房新社
人類史上屈指の宝物群であるツタンカーメンの秘宝約200点を美しいビジュアル
で堪能できる一冊。ワイド見開き26カ所でダイナミックに展開し、精密な装飾など
宝物の細部写真も多数掲載する。

281.04 RE 歴飯ヒストリア 加来 耕三 監修　他 つちや書店
平安の才女も食した「あまづらのかき氷と小豆粥」、信長が「まずい」と一蹴した
「京風の味」、龍馬が最期に食べようとした「軍鶏鍋」…。歴史上の人物たちが愛
した料理をコミックで紹介。レシピ、コラムも収録。

302.2 SA 9.11後の現代史 酒井 啓子 著 講談社
アメリカの陰り、移民・難民、テロ、宗派対立…。「犠牲者の座」を誰もが競うこと
で対立は泥沼化し、世界は不寛容になっていく。中東における3つの起点を中心
に国際情勢を読み解き、不寛容な時代からどう脱するべきかを問う。

302.5 IK
池上彰の世界の見方 アメリカ　2　超大国の
光と陰

池上 彰 著 小学館
2020年大統領選挙、二大政党、黒人差別、司法制度、軍事・外交・諜報、教育制
度。池上彰が選んだ6つのテーマで「アメリカ」を解説する。東京都立国際高等学
校で行った授業をもとに書籍化。

304 SH
ブラックボックス化する現代　変容する潜在認
知

下條 信輔 著 日本評論社
相次ぐ「想定外」、偽装・盗作、横行する過激なポピュリズム…。潜在意識の盲点
で生じる新たなリスクをスリリングに描き出した、認知科学者によるアクチュアル
な社会時評集。

304 KU
健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不
自由さについて

熊代 亨 著 イースト・プレス
社会の進歩により当然のものとなった通念は、人々に「自由」を与えた一方で、
個人の認識や行動を「束縛」しているのではないだろうか。健康、少子化、清潔、
空間設計などを軸に、令和時代ならではの「生きづらさ」を読み解く。

304 IK
知らないと恥をかく世界の大問題　12　世界の
リーダー、決断の行方

池上 彰 [著] KADOKAWA
コロナ禍の裏で深刻化するアメリカと中国の対立。覇権争いの中、日本が取る
べき進路は? バイデン政権の課題、中国・ロシアの独裁強化…。「感染症」と「分
断」の時代のニュースを、池上彰がわかりやすく解説する。

333.8 TA
日本のSDGs　それってほんとにサステナブ
ル?

高橋 真樹 著 大月書店
日本のSDGsが取り組むべき方向性とは? SDGsが形だけになりがちな理由を解
き明かし、8つの論点と7つの先進事例からホンモノの持続可能性を考える。3人
のスペシャリストへのインタビューも収録。

333.8 UI
WE HAVE A DREAM　201カ国202人の夢×
SDGs

WORLD DREAM
PROJECT 編

いろは出版
誰にでも公平なチャンスを(チュニジア)、祖国に笑いを取り戻す(イエメン)…。
2020年3月?2021年4月に201カ国202人に書いてもらった夢を紹介する。夢に関
連するSDGsの番号も併記。英語版も同時刊行。

334.4 MA
まんがクラスメイトは外国人　多文化共生20の
物語

「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
日本社会のマイノリティーである、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。彼らの
背景と現状と課題を、まんがを通して考える。

334.4 MO ふたつの日本　「移民国家」の建前と現実 望月 優大 著 講談社
日本はすでに「移民国家」だ。止まらない人口減少の背後で、日本に暮らす外国
人は増加の一途をたどっている。日本と移民との関係性を論じ、大きく変わる
「国のかたち」の全体像をつかむ。50点以上の図表も収録。

335.4 KA
「社会人になるのが怖い」と思ったら読む会社
の超基本

神野 沙樹 著 飛鳥新社
「働くことへの不安」を抱く人のために、会社員の働き方について、「わかりやす
さ」を大切にマンガを交えて解説。会社で働き始めるときのこと、働く時間や休
日、給料、会社員を取り巻く制度などを取り上げる。

361.4 KA モラルの起源　実験社会科学からの問い 亀田 達也 著 岩波書店
「群れ」や「仲間」を大きく超えて人々がつながる現代、私たちが対立を乗り越
え、平和で安定した社会を築くにはどうしたらよいのか。「実験社会科学」という
新たなアプローチで、メタモラルの可能性を文理横断的に探る。

361.4 SA 流言のメディア史 佐藤 卓己 著 岩波書店
流言蜚語、風評、誤報、情報宣伝…。現代史に登場したメディア流言の「真実」を
見極め、それぞれの影響を再検証するメディア論。『季刊 考える人』連載を再構
成し、加筆して新書化。

2021年　10月　新着図書　

請求記号



361.4 TO 異文化コミュニケーション学 鳥飼 玖美子 著 岩波書店
様々な異なる文化の人とともに暮らすことが日常となっている現在。先達の研究
を踏まえつつ、数多くの海外ドラマ・映画の台詞などからコミュニケーション、言
葉を改めて問い直し、映像作品を活用しての異文化学習を提案する。

361.7 MI 人びとの自然再生　歩く、見る、聞く 宮内 泰介 著 岩波書店
人と自然の相互関係とはどういうものか。自然をめぐる合意形成とは。各地のさ
まざまな<いとなみ>を歩き、見て、聞いた著者が、災害時や都市部での実践も含
めながら、自然とコミュニティのこれからを活きいきと描きだす。

361.9 YO
違和感から始まる社会学　日常性のフィール
ドワークへの招待

好井 裕明 著 光文社
駅ですれ違うスマホに没入する若者、電車で化粧をする女性…。日常生活で覚
える違和感に、私たちはどのように向き合えばよいのだろうか。「違和感を覚え
た瞬間」を入り口に、日常性のフィールドワークへと誘う本。

364 MI 共生保障　<支え合い>の戦略 宮本 太郎 著 岩波書店
困窮と孤立が広がり、分断が走る日本社会。いかにして雇用の間口を広げ、多
様な居住のあり方を作りだせるのか。自治体やNPOの実践を踏まえ、生活保障
の新しいビジョンとして「共生保障」を提示する。

364.04 MI
未来の再建　暮らし・仕事・社会保障のグラン
ドデザイン

井手 英策 著　今野 晴
貴 著　藤田 孝典 著

筑摩書房
貧困リスクの増大、職場のブラック化、人間らしく生きる条件の喪失…。何が問
題で、どうすればいいのか? 日本社会の病巣をえぐり出し、そこで得た認識を踏
まえて来るべき時代への道筋を示す、希望の書。

365.3 NO 老いる家崩れる街　住宅過剰社会の末路 野澤 千絵 著 講談社
人口は減少するのに、都心では超高層マンションが林立、郊外では住宅建築が
相次ぐ日本。住宅の「量」、住宅や住環境の質としての「老い」、新築住宅の「立
地」の観点から、住宅過剰社会が抱える構造的な問題を明らかにする。

367.7 KA 8050問題の深層　「限界家族」をどう救うか 川北 稔 著 NHK出版
長期・高年齢ひきこもり「8050問題」について、全国規模の調査や支援現場の
フィールドワークをもとに、問題の本質を解明。同時に、「親子共倒れ」から脱す
る具体的方策も提言する。

367.9 MO LGBTを読みとく　クィア・スタディーズ入門 森山 至貴 著 筑摩書房
LGBTを手掛かりとして、多様な性のあり方を知る方法を学ぶための一冊。多様
な性とその捉え方について押さえておきたい知識を紹介し、クィア・スタディーズ
という、性の多様性を扱うための学問領域の基本と応用を解説する。

367.9 EN みんな自分らしくいるためのはじめてのLGBT 遠藤 まめた 著 筑摩書房
恋愛における変なルール、個性を尊重するわりには厳しい校則、友だちの範囲
…。私たちを取り巻く「当たり前」から自由になれるよう、性の多様性について考
える。

369.2 AY つながりの作法　同じでもなく違うでもなく
綾屋 紗月 著　熊谷 晋
一郎 著

日本放送出版協会
アスペルガー症候群と脳性まひという各々の障害によって、世界や他者との「つ
ながり」に困難をかかえて生きてきた2人の障害当事者が、人と人とが「互いの
違いを認めた上でなお、つながるために必要な条件とは何か」を問う。

369.4 YU 「なんとかする」子どもの貧困 湯浅誠 [著] KADOKAWA
貧困は減らせる、社会は根もとから変えられる! “子どもの貧困”に取り組む人た
ちと課題解決の最前線を取材し、その諸相を紹介する。『Yahoo!ニュース個人』
掲載に加筆し書籍化。

369.4 SA
31cm　ヘアドネーションの今を伝え、未来につ
なぐ

Japan Hair Donation &
Charity 監修

KuLaScip
寄附された髪の毛から作ったウィッグを、何らかの事情で髪に悩みを持つ子ども
たちに無償で提供する活動「ヘアドネーション」。ヘアドネーションに関わる16名
のインタビューを個性豊かなビジュアルとともに紹介する。

376.3 BR
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー
The Real British Secondary School Days　2

ブレイディみかこ 著 新潮社
授業でのスタートアップ実習、助け合ってきた隣人との別れ、そして母の国での
祖父母との旅-。中学生の「ぼく」は“事件”続きの暮らしの中で、大人へのらせん
階段を昇っていく。親子の成長物語、完結。『波』連載を書籍化。

404 IK 科学は、どこまで進化しているか 池内 了 [著] 祥伝社
宇宙に終わりはあるか? 火山爆発の予知は可能か? ヒッグス粒子とは何か? 最
新の情報と知見をもとに、科学と技術についてわかりやすく解説する。知的好奇
心を刺激する、大人のための科学入門。

407 IK
科学者は、なぜ軍事研究に手を染めてはいけ
ないか

池内 了 [著] みすず書房
科学者の軍事研究に絞った倫理規範の書。ナチスなどの歴史を考察し、防衛省
創設の委託研究制度の詳細から、大学や科学者コミュニティの実際、デュアル
ユースのあり方まで、普遍的かつ喫緊のテーマの全体像を記す。

410 SU
大学入試数学不朽の名問100　大人のための
“数学腕試し”

鈴木 貫太郎 著 講談社
「sin、cosの加法定理を証明せよ」(東京大学)。思考力と本質的な理解を問うユ
ニークな数学の名問を、古今全国の大学入試数学から100問紹介する。数学オ
リンピック予選問題も収録。

410.7 YO
解き続けたくなる数学　日常は数であふれて
いる　普段の考え方や見かたを変えると世界
が変わるひらめき数学的思考法

横山 明日希 著 日東書院本社
1日5分、1問解くだけで数学的思考法が身につく。日常に潜む数学の話、難しい
数式を除いた考える楽しみが詰まった問題、計算することで楽しむ問題など、数
学の知識をほぼ必要とせず、工夫次第でとける数学の問題を多数収録。

452 HO 海は地球のたからもの 1 保坂直紀 著 ゆまに書房 海は病気にかかっている

452 HO 海は地球のたからもの 2 保坂直紀 著 ゆまに書房 海はどうして大事なの?

452 HO 海は地球のたからもの 3 保坂直紀 著 ゆまに書房 海の生き物の役割

460 SH 自然散策が楽しくなる!日本の生きもの図鑑
成島悦雄 多摩六都科
学館 監修

池田書店
植物、昆虫、魚、ほ乳類など、日本で見ることができる生きものを、「街」「里」
「山」といった場所別に約300種掲載。名前や生息地、写真等の基本情報など自
然散策が楽しくなる情報を収録する。固有種・外来種マークも表示。

486.1 YA
虫のぬけがら図鑑　脱皮と成長から見る昆虫
の世界

安田 守 著 ベレ出版
カリカリのぬけがら、ふにゃふにゃのぬけがら…。このぬけがら、誰のもの? 日本
に生息する昆虫288種およびクモなどの節足動物6種が残す558種類のぬけがら
を紹介。脱皮場面の連続写真、成虫や幼虫などの写真も掲載。

489 TA
海獣学者、クジラを解剖する。　海の哺乳類の
死体が教えてくれること

田島 木綿子 著 山と溪谷社
「田島さん、クジラが打ち上がったよ!」 電話1本で海岸へ出動、クジラを載せた車
がパンク、帰りの温泉施設で異臭騒ぎ…。日本一クジラを解剖してきた研究者
が、七転八倒の毎日とともに海の哺乳類の生態を紹介する。

490.1 MU <死>の臨床学　超高齢社会における「生と死」 村上 陽一郎 著 新曜社
「なかなか死ねない時代」に、人はいかに死ねばよいか。安楽死(尊厳死)、緩和
医療、終末期鎮静、臓器移植、介護などの問題を根底から問い直し、「死」という
タブーに、科学論・安全学の泰斗が正面から挑む。

490.4 OK 未来の医療年表　10年後の病気と健康のこと 奥 真也 著 講談社
新薬、革新的な医療技術や医療機器、先進各国で導入されている先端的な医
療の仕組みの数々を紹介。日本人の医療リテラシーの欠如について問題提起
し、閉鎖的で自己完結的な日本の医療と「世界標準の医療」を比較する。



490.4 TO
「いのち」の現場でとまどう　臨床医学概論講
義

徳永 進 著　高草木 光
一 編

岩波書店
終末期医療への独自の取り組みの現場で病と死を見つめてきた医師の模索と、
社会思想史の視角からの医療への問いが交錯する書。3つの講義と往復書簡
の形をとる対話を通じて、医学・医療のあり方を根源的に問い直す。

490.4 YA すべての医療は「不確実」である 康永 秀生 著 NHK出版
氾濫する病気と治療をめぐる情報に惑わされず、医学の進歩の恩恵を受け、幸
せに長生きするにはどうすればよいか? 東大医学部教授が“科学的根拠の有
無”を手掛かりに秘訣を伝授する。

493.7 OG 注文をまちがえる料理店 小国士朗 著 あさ出版
まちがえることを受け入れて、まちがえることを一緒に楽しむ。2017年6月に2日
間限定でオープンした「認知症を抱える人」が接客をするレストランで、本当に
あったものがたりを紹介。企画の発起人である著者の解説も掲載。

498 KE 健康格差 : あなたの寿命は社会が決める
NHKスペシャル取材班
著

講談社

寿命って自己責任ですか?低所得者の死亡率は高所得者より3倍高い。急増す
る単身高齢者の健康を社会はどう守れるか?なぜ秋田県男性は全国平均に比
べて「短命」なのか?健康寿命が東京23区最短レベル・足立区が取り組む画期的
プロジェクトとは?老若男女、誰もが当事者になり得る「命と健康」のほんとうの問
題。

498.2 YU
優生学と人間社会　生命科学の世紀はどこへ
向かうのか

米本 昌平 [ほか]著 講談社
優生学はナチズムか。戦後日本の優生政策の内実とは。優生思想の歴史を再
検討し、遺伝子技術時代の視座を示す。

498.6 YA 感染症と文明　共生への道 山本 太郎 著 岩波書店
感染症との闘いは人類に勝利をもたらすのか。防疫による封じ込めは大きな悲
劇の準備にすぎないのか。共生の道はあるのか。感染症と人類の関係を文明の
発祥にさかのぼって考察し、社会が作り上げてきた流行の諸相を描き出す。

498.8 EN
「おもてなし」という残酷社会　過剰・感情労働
とどう向き合うか

榎本 博明 著 平凡社
行きすぎたサービス労働に対してうつ病、過労死が社会問題化している。過酷な
ストレス社会を生き抜くために、その社会的背景を理解し、対処法を考える。

498.8 IS 石巻赤十字病院の100日間　増補版
石巻赤十字病院 著　由
井 りょう子 著

小学館
簡易ベッドで埋め尽くされたロビー、底をつく水・食料・医薬品、命のとりでとなっ
た病院スタッフたち…。東日本大震災で救護活動の拠点となった石巻赤十字病
院の死闘の日々を追う。「五年後の石巻赤十字病院」を増補。

502.1 HA 技術の街道をゆく 畑村 洋太郎 著 岩波書店
技術力は高いにもかかわらず、苦境に立たされる日本の技術。「現地を訪ね、現
物に触り、現場の人と議論する」をモットーに、さまざまな生産現場を訪ね歩いて
きた著者が、日本の技術者が生き残る道をさぐる。

519 SU
はじめてのエシカル　人、自然、未来にやさし
い暮らしかた

末吉 里花 著 山川出版社
エシカルとは、目の前にあるものを通して、それを作ってくれる人たちを想像し、
遠くの人や環境に配慮する社会になっていくこと。エシカルな暮らしのために、日
常生活の中で簡単に始められることや、考え方のヒントを教えます。

519.1 MI
身近でできるSDGsエシカル消費　1　エシカル
消費ってなに?

三輪 昭子 著　山本 良
一 監修

さ・え・ら書房
社会問題の解決を考えた新しい消費のカタチ「エシカル消費」。1は、エシカル消
費の言葉の意味や考え方、消費者の持っている力、エシカルな商品の代表的な
しくみといえる「フェアトレード」などについて解説する。

519.1 MI
身近でできるSDGsエシカル消費　2　エシカル
消費でSDGsを!

三輪 昭子 著　山本 良
一 監修

さ・え・ら書房
社会問題の解決を考えた新しい消費のカタチ「エシカル消費」。2は、エシカル消
費が国連で採択された「SDGs(持続可能な開発目標)」とどのようにつながってい
るのかをわかりやすく解説する。

519.1 MI
身近でできるSDGsエシカル消費　3　エシカル
消費をやってみよう!

三輪 昭子 著　山本 良
一 監修

さ・え・ら書房
社会問題の解決を考えた新しい消費のカタチ「エシカル消費」。3は、消費者や市
民団体、学校、企業、地域で、どのようなエシカル消費の取りくみが行われてい
るかをわかりやすく紹介する。

519.2 PU
プラスチック・プラネット : 今、プラスチックが地
球をおおっている : 明日からプラスチックゴミ
をなくそう

ジョージア・アムソン=ブ
ラッドショー 作、大山泉
訳

評論社
日常生活に欠かせないプラスチック。が、分解しない性質が、海洋汚染、不法投
棄等の問題を生んでいる。解決のために行動しよう! (日本児童図書出版協会)

538.8 NA
ジェット旅客機操縦完全マニュアル　パイロッ
トはコクピットで何をしているのか?

中村 寛治 著 SBクリエイティブ
ジェット旅客機の操縦マニュアル「飛行機運用規程」をベースに、出発準備から
到着まで、パイロットが行う操作や、それによる機体のシステムの動きなどを解
説。離着陸時の注意点、飛行重量と重心位置の関係なども掲載する。

538.9 KO
人類がもっと遠い宇宙へ行くためのロケット入
門

小泉 宏之 著 インプレス
宇宙で何をする? ロケットはどう飛ぶ? 宇宙とロケットの「いろは」を綴った、人類
が宇宙に進出するための入門書。現時点での宇宙開発の実力と、将来の宇宙
開発の方向性を、イラストや写真を交えてわかりやすく解説する。

589.2 IT ファストファッションはなぜ安い? 伊藤 和子 著 コモンズ
デフレ時代の今、とても便利なファストファッション。その生産過程とは。安い価
格で衣服を購入できる陰で、労働者たちはどんな過酷な労働を強いられている
のか。実態調査を行った著者らが、世界の生産現場で見た現実を伝える。

601.3 SH
スローシティ　世界の均質化と闘うイタリアの
小さな町

島村 菜津 著 光文社
なぜ過疎の町が、世界の憧れの的となったのか? グローバル化・均一化社会の
中で、人が幸福に暮らす場とは何かということを問い続け、町のアイデンティティ
をかけて闘うイタリアの小さな町の人々の挑戦を活写する。

611.9 OD 農山村は消滅しない 小田切 徳美 著 岩波書店
地方は消滅するのか? 否。どこよりも早く過疎化、超高齢化と切実に向き合って
きた農山村は、この難問を突破しつつある。現場をとことん歩いて回る研究者が
丁寧にその事例を報告、地方消滅論が意図した狙いを喝破する。

659 KI
犬と歩けばワンダフル　密着!猟犬猟師の春夏
秋冬

北尾 トロ 著 集英社
「猟犬」ってどんな犬? 彼らはいったい何をする犬で、ペット犬とどう違うのか、飼
い主との関係はいかなるものなのか。犬が好きすぎる“猟犬猟師”の春夏秋冬に
密着したドキュメンタリー。『青春と読書』連載に加筆修正。

701.3 GE 芸術人類学講義 鶴岡 真弓 編 筑摩書房
人類はなぜ「芸術」を欲するのか。人類が数万年以上にわたり持続させてきた
「芸術という驚異」を、石器時代にもルネサンス時代にもあった常なるコンテンポ
ラリーの時空を横断・往還し、「根源からの思考」を探究し掘り起こす。

702.1 KA もっと知りたい法隆寺の仏たち 金子啓明 著 東京美術
奈良時代以後の各時代の仏たちに会うことができる仏像の一大宝庫、法隆寺。
西院伽藍、西円堂・上御堂、聖霊院、大宝蔵院、東院伽藍それぞれの仏像を、
写真とともに紹介する。巻末に法隆寺略年表も収録。

702.1 KA もっと知りたい興福寺の仏たち 金子啓明 著 東京美術
北円堂の運慶の弥勒仏、無著・世親像をはじめ南円堂の康慶作品、東金堂の
定慶作品、それに金剛力士、天燈鬼・龍燈鬼像等々、鎌倉彫刻の宝庫といわれ
る興福寺。天災や人災など多くの困難を負いながらも今なお残る名宝を紹介。

702.1 MO もっと知りたい東大寺の歴史
筒井寛昭 梶谷亮治 坂
東俊彦 著

東京美術
天平勝宝4(752)年、東大寺の大仏が開眼された。平安時代と戦国時代の2度に
わたる罹災と復興の歴史と、その中、守り伝えた教えと寺宝を紹介する。コラム
や東大寺こぼれ話、東大寺人物伝等も掲載。

702.1 MO もっと知りたい仁和寺の歴史 久保智康 朝川美幸 著 東京美術
京都の真言宗御室派総本山・仁和寺の創建から現在までの歴史を、豊富な図
版と詳細な解説でたどる。仁和寺を支えてきた寺院や僧侶たち、僧侶を支える周
囲の人々の姿など、これまで語られてこなかったエピソードも紹介。



702.1 MO もっと知りたい東寺の仏たち
根立研介 新見康子
著、東寺 監修

東京美術
日本や東アジアの仏像史を語る上では欠かすことのできない名品が数多く伝え
られている東寺。講堂、金堂、五重塔など各建物に配されている仏たちをビジュ
アルに解説。東寺の歴史なども収録。

721.8 NA もっと知りたい葛飾北斎 : 生涯と作品 永田生慈 監修 東京美術
90歳で没するまで、常に作画への執念を燃やしつづけ、多彩な作域を示した葛
飾北斎の人生を年代順に紹介し、その素顔と作品の魅力に迫る。巻頭カラー
「冨嶽三十六景」全図を増補した改訂版。

721.8 TA もっと知りたい浮世絵 田辺昌子 著 東京美術
浮世絵についてのベーシックな知識と主要作品を網羅した入門書。北斎や国芳
などの人気絵師はもちろん、貴重な初期浮世絵もとりあげ、浮世絵の成り立ちや
多彩さ、世界から注目される理由に迫る。見返しに図版あり。

723.1 KU もっと知りたい岸田劉生 : 生涯と作品 蔵屋美香 著 東京美術
絵画や文章の類稀な才能に恵まれ、38歳の若さで没しながら、同時代や後世の
芸術家たちに多大な影響を与えた岸田劉生。その芸術を再検証し、日本近代の
苦悩する知性に迫る。

723.1 MU もっと知りたい村山槐多 : 生涯と作品 村松和明 著 東京美術
全力で絵と取り組み、すべてにまっすぐでひたむきだった村山槐多。詩や文芸も
よくし、天才と呼ばれる村山槐多の魅力と、その自我ゆえに強く美しい光りを放
つ作品の数々を紹介する。見返しに記事あり。

723.3 MO モネへの招待 朝日新聞出版 編 朝日新聞出版
瞬間を捉えようとした画家・モネ。「睡蓮」をはじめとする多数の名画とともに、画
家・モネの生涯を辿り、影響を受けた人物や時代背景などを紹介。美術初心者
向けに絵の鑑賞ポイントも解説する。

726.1 FU 「鬼滅の刃」の折れない心をつくる言葉 藤寺郁光 著 あさ出版
「鬼滅の刃」のキャラクターが語る言葉の意味を掘り下げ、折れない心をつくるヒ
ントを「感情を動かす」「自分を信じる」「あきらめない」「強くなる」「仲間を想う」の
5つのテーマに沿って考察する。

726.1 YA ぼくのお父さん 矢部 太郎 著 新潮社
ずっと家にいて、一緒に遊び絵を描く、ぼくのお父さん。ただの変わり者? それと
も、理想のお父さん? 「大家さんと僕」の著者が実の父を描く、ほのぼの家族漫
画。『小説新潮』連載に加筆修正。

726.1 YA ムスコ物語 ヤマザキ マリ 著 幻冬舎
いつどんな時もムスコの味方! 生きる自由を謳歌せよ! 母になり、海外を渡り歩き
息子と暮らした日々を描く、ヤマザキマリ流子育て放浪記。ムスコが綴った「ハハ
物語」も収録。『小説幻冬』連載に書き下ろしを加えて書籍化。

726.5 SE もっと知りたいミュシャ : 生涯と作品 千足伸行 著 東京美術
女優サラ・ベルナールとの衝撃的な出会い、友人ゴーギャンとの関係、ベル・エ
ポック…。アール・ヌーヴォーの代名詞的な存在、ミュシャの生涯をカラー図版で
たどる。大作「スラヴ叙事詩」全20点も紹介。

782.3 TA 「遊ぶ」が勝ち 為末 大 著 中央公論新社
苦しい時、ホイジンガの名著「ホモ・ルーデンス」が僕を原点に戻してくれた-。引
退後も進化し続ける「走る哲人」が、世界レベルでの闘いを振り返りながら、座右
の書を糸口に“遊び感”の大切さを説く。

810.4 MI
日本語が亡びるとき　英語の世紀の中で　増
補

水村 美苗 著 筑摩書房
「西洋の衝撃」を全身に浴び、豊かな近代文学を生み出した日本語が、いま「英
語の世紀」の中で「亡びる」とはどういうことか。日本語と英語をめぐる認識を揺り
動かし、はるかな時空の眺望のもとに鍛えなおす。エッセイを追加。

913.6 AO 月曜日の抹茶カフェ 青山 美智子 著 宝島社
川沿いの桜並木のそばに佇む喫茶店「マーブル・カフェ」が、定休日の月曜日
に、一度だけ「抹茶カフェ」を開くことに…。一杯の抹茶から始まる、東京と京都を
つなぐ12カ月の心癒されるストーリー。

913.6 AS 翼の翼 朝比奈 あすか 著 光文社
専業主婦・円佳の息子、小学2年生の翼が難関中学の受験に挑戦することに。
塾に、ライバルに、保護者たちに、噂に、円佳は振り回され…。過熱する親の気
持ちに寄り添い、圧倒的なリアリティで描いた、凄絶な家族小説。

913.6 CH 優しい死神の飼い方 知念 実希人 著 光文社
ゴールデンレトリバーの姿で地上に派遣された「死神」は、古い洋館を改装した
ホスピス「丘の上病院」に住むことに。そこでは7年前に、謎の“吸血鬼家族”殺
人事件が起きていて…。現役医師が描くハートフルミステリー。

913.6 FU 金の角持つ子どもたち 藤岡 陽子 著 集英社
突然、日本最難関と言われる中学を受験したいと両親に打ち明けた俊介。家計
も厳しい中、息子の夢を応援することを両親は決意。俊介の塾通いが始まる。だ
が、彼には誰にも言えない“秘密”があって…。

913.6 HA 三千円の使いかた 原田ひ香 著 中央公論新社
三千円の使いかた 七十三歳のハローワーク 目指せ!貯金一千万! 費用対効果
熟年離婚の経済学 節約家の人々

913.6 HA ザ・ロイヤルファミリー 早見 和真 著 新潮社
成り上がった男が最後に求めたのは、馬主としての栄光。だが絶対王者が、望
みを打ち砕く。誰もが言った。もう無理だ、と。しかし、夢は血とともに子へ継承さ
れ…。エンタメ巨編。『小説新潮』連載を単行本化。

913.6 HI 二人の嘘 一雫ライオン 著 幻冬舎
女性判事・片陵礼子は、かつて懲役刑に処した元服役囚が、近頃、裁判所の前
に佇んでいること知る。過去の資料を見返した礼子は、ある違和感を覚えて男の
ことを調べ始めるが、それによって二人の運命が思わぬ形で交わり…。

913.6 HI ふしぎ駄菓子屋銭天堂　16 廣嶋 玲子 作　jyajya 絵 偕成社
その駄菓子屋は、幸せと不幸のわかれ道。女主人・紅子が、きょうもお客さんの
運命を駄菓子で翻弄する-。「いいものナゲット」「忍者ジンジャー」など、駄菓子
屋「銭天堂」を舞台にした不思議なお話全8編を収録。

913.6 HI
ライブラリー・ツインズ　ようこそ、月島大学図
書館へ

日野 祐希 著　あけたら
しろめ 絵

アリス館
「この成績では内部進学が難しい」と告げられた月島大学附属中の3年生・菜
織。だが夏休みに大学図書館でボランティア活動をすれば内部進学できると言
われ、お目付け役の双子の弟とともにボランティア活動をすることに…。

913.6 IN あすなろ物語　改版 井上 靖 著 新潮社

天城山麓の小さな村で、血のつながりのない祖母と二人、土蔵で暮らした少年・
鮎太。北国の高校で青春時代を過ごした彼が、長い大学生活を経て新聞記者と
なり、やがて終戦を迎えるまでの道程を、六人の女性との交流を軸に描く。明日
は檜になろうと願いながら、永遠になりえない「あすなろ」の木の説話に託し、何
者かになろうと夢を見、もがく人間の運命を活写した作者の自伝的小説。

913.6 IN 敦煌　改版 井上 靖 著 新潮社
官吏任用試験に失敗した趙行徳は、開封の町で、全裸の西夏の女が売りに出さ
れているのを救ってやった。その時彼女は趙に一枚の小さな布切れを与えた
が、そこに記された異様な形の文字は彼の運命を変えることになる……。

913.6 IN 氷壁　改版 井上 靖 著 新潮社
西夏との戦いによって敦煌が滅びる時に洞窟に隠された万巻の経典が、二十世
紀になってはじめて陽の目を見たという史実をもとに描く壮大な歴史ロマン。

913.6 IS 炎上フェニックス 石田 衣良 著 文藝春秋
脅される“パパ活女子”、女性を狙う“ぶつかり男”、人気女子アナを襲った“ネッ
ト炎上”…。コロナ禍の池袋、社会の歪みが生んだ悪意にマコトとタカシが挑む。
『オール讀物』連載を単行本化。



913.6 IS ペッパーズ・ゴースト 伊坂 幸太郎 著 朝日新聞出版
中学国語教師の檀は、ある条件下で他人の明日が少しだけ観える特殊能力を
持つ。彼は生徒から、奇妙なコンビが暴れ回る小説原稿を渡される。小説内の2
人組「ネコジコハンター」とは? エンターテインメント長編。

913.6 KA 小説映画　聲の形 上
大今良時 原作、吉田玲
子 脚本、川崎美羽 著

講談社

ガキ大将だった石田将也は、転校生の少女・西宮硝子へ無邪気な好奇心を持
つ。彼女が来たことを期に、少年は退屈から解放された日々を手に入れた。しか
し、硝子とのある出来事がきっかけで将也は周囲から孤立してしまう。--やがて
5年の時を経て、別々の場所で高校生へと成長したふたり。"ある出来事"以来、
固く心を閉ざしていた将也は硝子の元を訪れる。

913.6 KA 小説映画　聲の形 下
大今良時 原作、吉田玲
子 脚本、川崎美羽 著

講談社

硝子と再会した将也。失われた時間を取り戻すかのように、2人の距離は急速に
縮まっていく。すべてが順調に過ぎていくように思えた。しかし将也の過剰な自意
識が、周囲を傷つけてしまう。将也は再び孤立し、そして硝子も……。不器用な2
人と、不器用な周囲の人間関係が、2人の間を複雑に交差する--。

913.6 KA さよならも言えないうちに 川口 俊和 著 サンマーク出版
「最後」があるとわかっていたのに、なぜそれがあの日だと思えなかったんだろう
-。家族に、愛犬に、恋人に会うために、過去に戻れる不思議な喫茶店を訪れた
4人の男女の物語。「コーヒーが冷めないうちに」シリーズ。

913.6 KA
科学探偵怪奇事件ファイル　廃病院に舞う霊
魂

佐東 みどり 作　石川
北二 作　木滝 りま 作
田中 智章 作　木々 絵

朝日新聞出版
霊の声が聞こえる公園、廃病院に舞う霊魂、悪霊にたたられた村…。科学探偵・
謎野真実が、怪奇現象に挑む! お話が事件編・解決編に分かれているので一緒
にナゾ解きを楽しめる。科学トリック解説も収録。

913.6 KA
科学探偵怪奇事件ファイル　襲来!宇宙人の
謎

佐東 みどり 作　石川
北二 作　木滝 りま 作
田中 智章 作　木々 絵

朝日新聞出版
体育館に浮かぶ生首!? 科学探偵・謎野真実が怪奇現象に挑む。お話が事件
編・解決編に分かれているので一緒にナゾ解きを楽しめる。科学トリック解説も
収録。『朝日小学生新聞』連載に書き下ろしを加えて単行本化。

913.6 KA 科学探偵VS.学校の七不思議
佐東 みどり 作　石川
北二 作　木滝 りま 作
田中 智章 作　木々 絵

朝日新聞出版
エリート探偵を育成するホームズ学園から、花森小学校に転校してきた天才少
年・謎野真実。クラスメートの宮下健太とともに、科学の知識で学校の七不思議
に挑む!

913.6 KA 科学探偵VS.呪いの修学旅行
佐東 みどり 作　石川
北二 作　木滝 りま 作
田中 智章 作　木々 絵

朝日新聞出版
修学旅行の行き先は、魔の都・京都! よみがえる死体、宿に現れる少女の幽霊、
必ず当たる鬼のお告げ…次々起こる怪事件。天才探偵・謎野真実が、科学の力
で謎を解く!

913.6 KA 科学探偵VS.魔界の都市伝説
佐東 みどり 作　石川
北二 作　木滝 りま 作
田中 智章 作　木々 絵

朝日新聞出版
タクシーの幽霊、人面犬、八尺さま…。動画サイトに現れた謎の人物・未来人Iの
予言どおりに、花森町で具現化する都市伝説の数々。天才探偵・謎野真実と未
来人Iの戦いがはじまる!

913.6 KA 科学探偵VS.闇のホームズ学園
佐東 みどり 作　石川
北二 作　木滝 りま 作
田中 智章 作　木々 絵

朝日新聞出版
連れ去られた青井美希を追って、ホームズ学園へとやってきた謎野真実と宮下
健太。ふたりの行く手をはばむのは、学園最強を名乗る四天王たちだった。真実
は、彼らが次々としかけてくるナゾを解けるのか!?

913.6 KA 科学探偵VS.消滅した島
佐東 みどり 作　石川
北二 作　木滝 りま 作
田中 智章 作　木々 絵

朝日新聞出版
謎野真実たちがたどり着いたのは、人々から恐れられる「悪魔」の島だった。父・
快明の行方、島民消失事件、10年前のホームズ学園の火災…。真実は、「悪
魔」が復活した島で最大の謎に挑む!

913.6 KA 科学探偵VS.妖魔の村
佐東 みどり 作　木滝 り
ま 作　田中 智章 作
木々 絵

朝日新聞出版
妖怪が出るという村にやってきた真実たち。そこで彼らが目撃したものとは? 科
学探偵・謎野真実が、科学の力で事件に挑む! お話が事件編・解決編に分かれ
ているので一緒にナゾ解きを楽しめる。科学トリック解説も収録。

913.6 KA 科学探偵VS.超能力少年
佐東 みどり 作　石川
北二 作　木滝 りま 作
田中 智章 作　木々 絵

朝日新聞出版
話題の超能力少年チカラにテレビ番組で敗北した謎野真実。真実は、このまま
チカラに屈してしまうのか!? お話が事件編・解決編に分かれているので一緒にナ
ゾ解きを楽しめる。科学トリック解説も収録。

913.6 KA 科学探偵VS.暴走するAI　前編
佐東 みどり 作　石川
北二 作　木滝 りま 作
田中 智章 作　木々 絵

朝日新聞出版
謎野真実たちの住む町が「AIモデル特区」に指定された。そのころから奇妙な出
来事が起こりはじめ、学校や町が、静かにAIに支配されていく。そして…。お話
が事件編・解決編に分かれているので一緒にナゾ解きを楽しめる。

913.6 KA 科学探偵VS.暴走するAI　後編
佐東 みどり 作　石川
北二 作　木滝 りま 作
田中 智章 作　木々 絵

朝日新聞出版
最先端AI・スーパーゼウスのしかけるワナが、謎野真実(なぞのしんじつ)たちに
次々と襲いかかる! その裏ではある計画が進行していて…。お話が事件編・解決
編に分かれているので一緒にナゾ解きを楽しめる。

913.6 MA ミッキーマウスの憂鬱ふたたび 松岡 圭祐 著 新潮社
東京ディズニーランドで清掃のアルバイトをしている環奈は、ある日、テーマパー
クの顔として活躍するアンバサダーになれることを知り、挑戦を決意し…。巨大
テーマパークの、知られざるバックステージを舞台に描いた青春小説。

913.6 MI 螢川　改版 宮本 輝 [著] KADOKAWA
父が脳溢血で倒れた。14歳の竜夫は父の旧友に金を借りに行く。そんな竜夫の
楽しみは、ほのかに思いを寄せる英子と螢の大群を見に行くことで…。季節が移
ろいゆく富山を舞台に描いた表題作のほか、「泥の河」も収録。

913.6 MI 希望のステージ 南 杏子 [著] 講談社
末期癌のお笑い芸人が人生最後の演芸会を企画。白血病の少年が、音楽発表
会に出たくてハンスト…。東京郊外の個人病院に籍を置く女性医師・菜々子が、
市民会館のステージに立つ患者をサポートする連作短編集。

913.6 MO カラフル 森 絵都 著 文藝春秋

生前の罪により、輪廻のサイクルから外されたぼくの魂。だが天使業界の抽選
にあたり、再挑戦のチャンスを得た。自殺を図った少年、真の体にホームステイ
し、自分の罪を思い出さなければならないのだ。真として過ごすうち、ぼくは人の
欠点や美点が見えてくるようになるのだが…。

913.6 MO
わが家は祇園(まち)の拝み屋さん　14　渓谷
に散る紅葉と陰陽師の憂鬱

望月 麻衣 [著] KADOKAWA
京都で同居中の小春と澪人を、東京で出会った不思議な少年・千歳が訪ねてき
て、いきなり小春にプロポーズ。同じ頃、澪人と朔也が所属する陰陽師組織は、
現代の安倍晴明を名乗る動画配信者を問題視していて…。

913.6 NA 鬼人幻燈抄　2　江戸編 幸福の庭 中西 モトオ 著 双葉社
170年後に現れる鬼神と対峙するため、甚太は甚夜と改名し、葛野を後にした。
幕末の江戸で夜ごと鬼を斬る甚夜は自らの過去と向き合い、刀を振るう意味を
探し続ける-。江戸から平成へ。途方もない時間を旅する鬼人の物語。

913.6 NA 教場X　刑事指導官・風間公親 長岡 弘樹 著 小学館
益野紳佑の妻は半年前、車にはねられ亡くなった。事故の唯一の目撃者は娘の
麗馨だったが、警察は幼い娘の証言を採用せず、犯人とされた男は不起訴と
なっており…。『STORY BOX』掲載に大幅な加筆改稿を行い単行本化。

913.6 SA 一瞬の風になれ　第1部　イチニツイテ 佐藤 多佳子 [著] 講談社

春野台高校陸上部、1年、神谷新二。スポーツ・テストで感じたあの疾走感……
ただ、走りたい。天才的なスプリンター、幼なじみの連と入ったこの部活。すげえ
走りを俺にもいつか。デビュー戦はもうすぐだ。「おまえらが競うようになったら、
ウチはすげえチームになるよ」。青春陸上小説。

913.6 SA 一瞬の風になれ　第2部　ヨウイ 佐藤 多佳子 [著] 講談社

オフ・シーズン。強豪校・鷲谷との合宿が始まる。この合宿が終われば、二年生
になる。新入生も入ってくる。そして、新しいチームで、新しいヨンケイを走る!「努
力の分だけ結果が出るわけじゃない。だけど何もしなかったらまったく結果は出
ない」。まずは南関東へ―。新二との連の第二シーズンが始まる。



913.6 SA 一瞬の風になれ　第3部　ドン 佐藤 多佳子 [著] 講談社

いよいよ始まる。最後の学年、最後の戦いが。100m、県2位の連と4位の俺。「問
題児」でもある新人生も加わった。部長として短距離走者として、春高初の400m
リレーでのインターハイ出場を目指す。「1本、1本、走るだけだ。全力で」。最高
の走りで、最高のバトンをしよう―。白熱の完結編。

913.6 SH かぞえきれない星の、その次の星 重松 清 著 KADOKAWA
大切で大好きな相手であればあるほど、いまは会えない。父と娘は、画面越しで
会話し…。「天の川の両岸」など、夜空にちりばめた11の小さな星たちの物語を
収録。『小説野性時代』掲載を加筆修正し書き下ろしを加え単行本化。

913.6 TA 山のふもとのブレイクタイム 高森 美由紀 著 中央公論新社
あの味っこさ会えて、いかった-。「顔と料理が天才」と噂される登磨は、青森県
南部・葵岳登山口にあるレストランのシェフ。彼には忘れられないものがあった。
それは、亡き祖母と自分を?ぐ料理で…。

913.6 TE 雨夜の星たち 寺地 はるな 著 徳間書店
他人に感情移入できない三葉雨音。同僚星崎くんの退職を機に仕事を辞め、移
動手段のないお年寄りの病院送迎や雑用をする「しごと」をはじめ…。「めんどう
な人」の機微を描く。

913.6 TE ガラスの海を渡る舟 寺地 はるな 著 PHP研究所
「みんな」と同じ事ができない兄と、何もかも平均的な妹。2人は祖父の遺言を
きっかけに、ともにガラス工房を引き継ぐことになり…。大阪・空堀商店街にある
ガラス工房で兄妹が過ごした愛おしい10年間を描く。

913.6 UB 月と日の后 冲方 丁 著 PHP研究所
わずか12歳で一条天皇の后となった、藤原道長の娘・彰子。父や夫に照らされ
る“月”でしかなかった彰子は、紫式部にも支えられ、やがて「国母」として自ら光
を放ち出す-。『歴史街道』連載を加筆・修正。

913.6 UE 人類最初の殺人 上田 未来 著 双葉社
人間にとって最大の禁忌「殺人」。最初の事件は、20万年前の原始人によるもの
だった-。表題作ほか、詐欺、誘拐など犯罪の起源に迫る全5編のミステリーを収
録する。『小説推理』掲載に書き下ろしを加えて単行本化。

913.6 YU 仮面家族 悠木 シュン 著 双葉社
母は高校生のわたしに日記を書かせ、助言と称してやるべきことを命令する。新
しい父親は家来のように母の言いなり。わたしたちを支配下に置く母のたくらみ
とは…。長編ミステリー。『小説推理』連載を改題、加筆訂正し書籍化。

914.6 YA ゴリラからの警告　人間社会、ここがおかしい 山極 寿一 著 毎日新聞出版
進化の果てで、テクノロジーに疲れ、戦争に倦む。人間が幸福を?むためには、
あと何が必要なのか。ゴリラ研究の世界的権威が、霊長類視点からこれからの
共同体・国家のあり方を問い直す。


