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007.6 HI
ひと目でわかるプログラミングのしくみとはた
らき図鑑

渡邉 昌宏 日本語版監
修　山崎 正浩 訳

創元社
ベーシックな知識から簡単なプロジェクトを通して実際のプログラムを作成すると
ころまで、プログラミングの基本スキルを詳しく解説する。翻訳アプリや論理パズ
ル、予算管理や進捗管理ツールなどのプロジェクトを紹介。

007.6 CH 14歳からのプログラミング 千葉 滋 著 東京大学出版会
はじめての人でも、繰り返し・場合分け・配列などプログラミングの基本が身につ
く入門書。JavaScriptとサポートサイトでプログラムを動かしながら学ぶことがで
きる。

007.6 KU
日本語だからスイスイ作れるプログラミング入
門教室　中学生から大人まで、プログラミング
が初めての方へ

クジラ飛行机 著 マイナビ出版
日本語プログラミング言語「なでしこ」を使ったプログラミングの入門書。基本から
データ集計、カードゲームやチャットツール作成までを解説する。練習問題も掲
載。サンプルファイルがダウンロードできるQRコード付き。

81.6 KO 近藤誠一全集　1 　対談　1 近藤 誠一
写真文化首都「写真の
町」東川町　かまくら春
秋社

近藤誠一・元文化庁長官の「日本人」を探る知への旅。舞台芸能、工藝、美術、
建築、工学、医学、宗教、礼法などの分野の第一人者や、知日派で知られる外
国人らとの対談を収録する。

140 CH
知識ゼロでも楽しく読める!心理学　イラスト&
図解

齊藤 勇 監修 西東社
根拠のないデマはどうして広まる? 「ゲシュタルト崩壊」って、何が崩壊する? これ
まで積み重ねられてきた心理学の研究を、知識ゼロでも読めるように、イラスト
や図解を豊富に用いて平易に紹介します。

159 HA
「科学的」は武器になる　世界を生き抜くため
の思考法

早野 龍五 著 新潮社
流言やフェイクニュースが飛び交う不安な時代を生き抜くために必要な思考法と
は。科学者として経験してきたことを振り返りながら、「科学的な考え方を軸に判
断すること、仕事をすること」について語る。

290.9 SE 世界の絶景超完全版 JTBパブリッシング
大洞窟、古代遺跡、氷河、オーロラ、世界遺産…。北欧・東欧・ロシアからオセア
ニア・南極まで、世界の絶景全1160スポットを紹介する。特集「超絶!世界No.1の
絶景に出合う」も掲載。データ:2020年9月現在。

316.8 RA 14歳から考えたいレイシズム
アリ・ラッタンシ 著　久
保 美代子 訳

すばる舎
「いまも」「どこにでも」ある<レイシズム=人種主義>の問題。“人種”という実はと
らえどころない“ものさし”で、あちこちに“壁”をつくって対立してきた世界史をひ
もとき、人間存在のありようと未来を問う。

330.5 KE
経済財政白書　令和3年版　レジリエントな日
本経済へ:強さと柔軟性を持つ経済社会に向
けた変革の加速

内閣府 編集
全国官報販売協同組
合(発売)

今後の経済動向の判断や、新たな政策の企画・立案に役立つよう、日本の経済
と財政を総合的に分析する白書の縮刷版。令和3年版では、我が国経済の現状
とマクロ面の課題、企業からみた我が国経済の変化と課題等を論じる。

368.2 JE 14歳から考えたい貧困
フィリップ・N.ジェファー
ソン 著　神林 邦明 訳

すばる舎
近年、先進国でも深刻かつ身近な問題となっている「貧困」。世代をこえて伝わる
貧困の「負の連鎖」を断ち切るには、どうすべきか? 歴史的背景から国際的な取
り組みまで、グローバルな視点で考察する。

369 YA ヤングケアラー　介護する子どもたち 毎日新聞取材班 著 毎日新聞出版
ヤングケアラーたちの介護の実態をインタビューをもとにまとめるとともに、取材
班が独自の全国集計から政府による全国調査に至るまでを取材した過程、現場
でのやりとりや迷いを綴る。『毎日新聞』連載を単行本化。

376.4 GA 学校!　高校生と考えるコロナ禍の365日
桐光学園中学校・高等
学校 監修　桐光学園中
学校・高等学校 監修

左右社
公演中止に泣き崩れる合唱部、マスクを取ったクラスメイトの顔に驚く高校2年
生、教科書400箱を発送する学年主任…。神奈川県の桐光学園中学校・高等学
校の先生・カウンセラー・生徒・保護者がコロナ禍の1年間を振り返る。

378.2 MA わくわく!納得!手話トーク
松岡 和美 著　高野 乃
子 マンガ

くろしお出版
「本当の手話」ってどれ? 手話をやると表情豊かになる? 手話は世界共通じゃな
いの? 手話のしくみや手話を使用するコミュニティの話を、マンガやコラムを交え
てわかりやすく解説する。

410 TO 解きたくなる数学
佐藤 雅彦 著　大島 遼
著　廣瀬 隼也 著

岩波書店
「ピタゴラスイッチ」制作メンバーが作った、論理的思考が身につく数学問題集。
「鳩の巣原理」「三角不等式」「数学的帰納法」などを魅力的な写真とグラフィック
で表現した、全23問を収録する。

492.9 KA
看護白書　令和3年版　新型コロナウイルス感
染拡大下における看護職の活動

日本看護協会 編 日本看護協会出版会
新型コロナウイルス感染拡大下における看護職の活動と、日本看護協会・都道
府県看護協会の組織的な取り組みを紹介。また、今後に向けた、日本看護協会
から国への政策要望や国民への要請事項も解説する。

498.2 LE 14歳から考えたい優生学
フィリッパ・レヴィン 著
斉藤 隆央 訳

すばる舎
優れた血統をのこし、劣った血統をなくすことで、人類全体の質を向上させようと
する思想「優生学」。<命の選別>や<無意識の差別>など、時を超えて人類が向
き合ってきた根源的な問題をひもとく。

499.8 KY キャラでわかる!はじめての漢方薬図鑑
新見 正則 監修　いとう
みつる 絵

日本図書センター
かぜやインフルエンザに効く、胃や腸のはたらきを助ける、痛みをやわらげるな
ど、身近な漢方薬52種類をキャラクター化して、その効能や服用時の注意点な
どを紹介する。自分に合った薬選びができる超入門図鑑。

726.6 DE クリスマスにオオカミは
ティエリー・デデュー 文
と絵　大野 博人 訳

ぷねうま舎(発売)
嫌われ者のオオカミがクリスマスにパーティーを開くことに。でも、みんな来てくれ
るか心配で…。フランスの絵本作家ティエリー・デデューのクリスマス三部作の
一冊。「雪ダルマサンタクロースをさがして」も同時刊行。

726.6 DE 雪ダルマ サンタクロースをさがして
ティエリー・デデュー 文
と絵　大野 博人 訳

ぷねうま舎(発売)
サンタクロースに会いたくて旅に出た雪ダルマ。動物たちに道を聞くと、教えてあ
げるからとお代をせがまれ…。フランスの絵本作家ティエリー・デデューのクリス
マス三部作の一冊。「クリスマスにオオカミは」も同時刊行。

779.3 HI
簡単なのに人を惹き付けるマジック　ストー
リーとイラスト解説でよくわかる

ひろむ 著 KADOKAWA
マジックを披露すると、自分に自信がつき、コミュニケーション能力が上がり、モ
テるようになる。日常で使えて盛り上がる厳選12マジックを、ストーリー形式で伝
授する。モテ期プロデューサー荒野との対談も収録。

809.2 KO コミュニケーション力を高めるプレゼン・発表術
上坂 博亨 著　大谷 孝
行 著　里見 安那 著

岩波書店
これからの社会でますます重要になるプレゼンテーションとコミュニケーション。
パワポスライドの効果的な作り方やスピーチの基本、相手を動かすプレゼンにつ
いてわかりやすく解説する。

814.7 ZU

<図解>まるわかり時事用語　世界と日本の最
新ニュースが一目でわかる!　絶対押えておき
たい、最重要時事を完全図解!　2022→2023
年版

ニュース・リテラシー研
究所 編著

新星出版社
日々のニュースに出てくる新しい言葉や重要なトピックを、スペシャル、国際、政
治、経済、社会、環境・健康、情報・科学、文化・スポーツの8ジャンルに分類し、
見開き2ページ、豊富なイラストでわかりやすく解説する。

830.4 SA
そもそも英語ってなに?　「侵略の英語史」と
「学習の極意」

里中 哲彦 著 現代書館
「英語はいつ、どこで産声をあげた?」「どんな人が伸びる?」など、学習者の疑問
を河合塾の名物講師がズバッと解決。中学生や高校生、大学生に向けて、英語
に対する心構えと“伝わる英語”のための学習法をやさしく教える。

2022年　　1月　新着図書　

請求記号



837 TE 天声人語　2021春
朝日新聞論説委員室
編　国際発信部 訳

原書房
『朝日新聞』のコラム「天声人語」2021年1?3月分を、情報サービスの配信サイト
『Astand』掲載の英訳文とともに収録。本文漢字総ルビ、英文訳注、用語解説、
索引付。

913.6 AI 同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬 著 早川書房
独ソ戦が激化する1942年、母をドイツ軍に惨殺され、赤軍の女性兵士に救われ
た少女セラフィマは、復讐のため、訓練学校で一流の狙撃兵になることを決意す
る。訓練を重ねた彼女は、やがてスターリングラードの前線へ…。

913.6 AY 新しい星 彩瀬 まる 著 文藝春秋
「普通」の人生を謳歌していたはずの4人に訪れる、思いがけない転機。コロナ時
代の「普通」に揺れる、ある4人の男女のリアル-。愛するものの喪失と再生を描
く8つの物語。『別冊文藝春秋』掲載を単行本化。

913.6 IM 塞王の楯 今村 翔吾 著 集英社
決して破られない石垣を造ろうとする石工の匡介。しかし、そこに立ちふさがるの
は、どんな守りも打ち破るという彦九郎の砲。大津城を舞台に、信念をかけた職
人の対決が幕を開ける。『小説すばる』連載を単行本化。

913.6 IN あちらにいる鬼 井上 荒野 著 朝日新聞出版
1966年、講演旅行をきっかけに男女の仲となる2人の作家-白木篤郎と長内み
はる。繰り返される情事に気づきながらも心を乱さない篤郎の美しい妻、笙子。
愛と<書くこと>に貫かれた人間たちの生を描く。

913.6 KA 神曲 川村 元気 著 新潮社
小学生の息子が通り魔事件で刺殺され、犯人は自殺。地獄に突き落とされた
父、母、姉の前に不思議な合唱隊がやってくる。訝しむ父をよそに、母と娘は歌
うことで次第に心を取り戻していくが…。『週刊新潮』連載を加筆し書籍化。

913.6 KO 君の名前の横顔 河野 裕 著 ポプラ社
夫を亡くし、小学生の冬明をひとりで育てる愛。父親の死後、義母の愛と弟の冬
明を見守りながら、家族という関係に違和感を持つ楓。冬明の絵具がなくなった
日から、現実が変容し…。血の?がらない家族と名前をめぐる物語。

913.6 KU マイブラザー 草野 たき 著 ポプラ社
わんわんと大声で泣いて、ひっくり返って、足をばたつかせて、誰かを思いっきり
困らせてみたい。14歳だって、5歳児みたいに…。イクメン中学生の、悩める日々
とめざめを描いた書き下ろし成長小説。

913.6 MA ecriture新人作家・杉浦李奈の推論　[1] 松岡 圭祐 [著] KADOKAWA
ラノベ作家の杉浦李奈は、新進気鋭の小説家・岩崎翔吾との雑誌対談に出席。
次作の帯に岩崎からの推薦文をもらえることになったが、岩崎の小説に盗作疑
惑が。さらに、盗作疑惑に端を発した不可解な事件に巻き込まれて…。

913.6 MA ecriture新人作家・杉浦李奈の推論　2 松岡 圭祐 [著] KADOKAWA
推理作家協会の懇親会に参加したラノベ作家・杉浦李奈は、売れっ子の汰柱桃
蔵と知り合う。後日、その汰柱が行方不明になった。手がかりとなる汰柱の単行
本には、実際に起こった女児失踪事件の当事者しか知りえない内容が…。

913.6 MI 残照の頂　山女日記 続 湊 かなえ 著 幻冬舎
日々の思いを?み締めながら、一歩一歩、山を登る女たち。通過したつらい日々
は、つらかったと認めればいい。山頂から見える景色は、これから行くべき道を
教えてくれる-。全4編を収録した書き下ろし連作小説。

913.6 NA やさしい猫 中島京子 著 中央公論新社
シングルマザーの保育士ミユキさんが心ひかれたのは、8歳年下の自動車整備
士クマさん。小さな幸せが突然奪われたのは、彼がスリランカ出身の外国人だっ
たから…。『読売新聞』夕刊連載を単行本化。

913.6 NA おわかれはモーツァルト 中山 七里 著 宝島社
盲目の人気ピアニスト・榊場隆平に因縁をつけたフリーライターが銃殺される。
容疑者にされ窮地に立った榊場を、彼と同様ショパンコンクールのファイナリスト
に名を連ねた岬洋介は救えるのか?

913.6 OT サマーゴースト
loundraw 原案　乙一 小
説

集英社
夏、使われなくなった飛行場で花火をすると“サマーゴースト”が現れるという。
ネットを通じて知り合った高校生、友也・あおい・涼は、幽霊に聞きたいことが
あって…。2021年11月公開のアニメーション映画の小説版。

913.6 OT 一ノ瀬ユウナが浮いている 乙一 著 集英社
17歳の時、水難事故で死んだはずの幼馴染・一ノ瀬ユウナは、ユウナのお気に
入りの線香花火を灯すと、俺にだけ姿を見せる。ユウナに会うため、俺は何度も
線香花火に火をつける…。映画「サマーゴースト」の姉妹作。

913.6 SH 倒産続きの彼女 新川 帆立 著 宝島社
婚活に励む弁護士・玉子と、高飛車な弁護士・麗子は、「会社を倒産に導く女」と
内部通報されたゴーラム商会経理課・近藤まりあの身辺調査を行うことに。調査
を進めるなか、リストラ勧告用の「首切り部屋」で死体を発見し…。

913.6 SU かぐや姫、物語を書きかえろ! 雀野 日名子 著 河出書房新社
“男が中心に存在してこそ正しい物語である”と言う物語の神が支配する「竹取
物語」の世界を生きる姫さよと勝気な姫ごう。自由を求め、神に反旗を翻した2人
は名作の世界に転生を重ね、女性が生きづらい物語を書きかえてゆく。

913.6 YO 黒牢城　Arioka Citadel case 米澤 穂信 著 KADOKAWA
織田信長に叛旗を翻して有岡城に立て籠もった荒木村重は難事件に翻弄され
る。村重は、土牢の囚人にして織田方の軍師・黒田官兵衛に謎を解くよう求め
た。事件の裏には何が潜むのか-。『カドブンノベル』他掲載に加筆修正。

916 SH 少女たちの戦争 中央公論新社 編 中央公論新社
若い兵士に言えなかった「サヨナラ」の一言、東京大空襲の翌日に食べた<最後
の昼餐>…。瀬戸内寂聴から佐野洋子まで、太平洋戦争開戦時に20歳未満だっ
た女性たち27名が、非常時の日常を綴る。

929.1 KI 世界でいちばん弱い妖怪
キム ドンシク 著　吉川
凪 訳

小学館
「ぼく、ほんとに弱いの。殺したりしないでね」と命乞いする落ちこぼれ妖怪。人間
と共存したいと言うが…。表題作をはじめ、クスッと笑えて最後に沁みる、韓国発
ショートショート全18編を収録。

983 DO 白痴 2
ドストエフスキー 著、望
月哲男 訳

河出書房新社
純朴なムィシキン公爵と血気盛んな商人ロゴージン。絶世の美女ナスターシヤを
めぐり二人の思惑が交錯する。自らの癲癇による至高体験や、現実の殺人事件
に想を得たドストエフスキー流の恋愛小説。新訳。

983 DO 白痴 3
ドストエフスキー 著、望
月哲男 訳

河出書房新社
エパンチン家の末娘アグラーヤとムィシキン公爵は、互いの好意を確認する。し
かし、ナスターシヤの呪縛を逃れられない公爵は、ロゴージンとの歪な三角関係
に捕われ悲劇を迎える。画期的な新訳の最終巻。


