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104 SA 危機を生きる-哲学 斎藤 慶典 著 毎日新聞出版
あたりまえの生き方が崩れる。一変した世界を私たちはどう生きるか。「危機」
「存在」「服従と肯定」「孤独」…。哲学者がパンデミックのさなかに考えたことを綴
る。新たな日常を生きるための哲学入門。

114.2 HI 食べることの哲学 檜垣 立哉 著 世界思想社
フランスの現代思想を縦横無尽に駆使し、生命論に挑む哲学者が、食育の実験
授業「豚のPちゃん」、反捕鯨映画「ザ・コーヴ」など、食をめぐる身近な素材を、
独創的に調理し濃厚に仕上げたエッセイ。食の隠れた本質に迫る。

326 MO ぼくらの時代の罪と罰 森 達也 著 ミツイパブリッシング
死刑とは何か。どんな意味を持つ制度なのか。そもそも必要なのか不要なの
か。罪と罰の重さを決めているのはだれなのか…。大人も知らない究極の選択
「死刑制度」をイチから考える。

334.3 KA 未来のドリル　コロナが見せた日本の弱点 河合 雅司 著 講談社
新型コロナウイルス感染症に襲われた2020年に、日本で一体何が起きたのか。
コロナ禍が人口減少に与える影響を、データによるファクトの積み上げによって
分析し、ドリルを交えて解説する。「社会の老化」を防ぐ提言も行う。

361.4 KA
バナナの魅力を100文字で伝えてください　誰
でも身につく36の伝わる法則　地味だけど一
生役立つ「伝わる技術」

柿内 尚文 著 かんき出版
伝えたいことが相手に正確に伝わるための方法とは。ゴール設定や見える化と
いった「伝わる構造」と、比較・言いかえなどの「伝わる技術」を紹介する。カ
ヴァーそでに一筆箋あり。

364.6 NE 年金のひみつ
マンガデザイナーズラ
ボまんが　WILLこども
知育研究所

学研プラス　(学研まん
がでよくわかるシリーズ
特別編)

年金制度について小中学生にもよくわかるようにまんがで学習できます。

367.9 CH
RESPECT男の子が知っておきたいセックスの
すべて

インティ・シャベス・ペレ
ス 著　みっつん 訳　重
見 大介 医療監修

現代書館
誰かと知り合い、お互いを理解していくためには、常にリスペクトが必要だ。
ティーンから大人まで、本当のセックスを知りたい男性に向けた、スウェーデンの
自由で安全な性教育。

417 OB データサイエンスのための確率統計 尾畑 伸明 著 共立出版
データサイエンスの数理的基礎付けとして確率と統計を学ぶためのテキスト。確
率論の基礎から始め、母数の推定と検定を扱う。統計処理の処方箋を提示し、
理論的な仕組みを丁寧に記述する。回帰分析と主成分分析の基本等も解説。

420.4 SE 世界でいちばん素敵な物理の教室
東京大学CAST 文　滝
川 洋二 監修

三才ブックス
光の正体って、なに? 「相対性理論」を簡単にいうと? 鳥が空を飛ぶ仕組みから
ブラックホールの存在確認まで、物理にまつわる素朴な疑問を、美しい写真とシ
ンプルなQ&Aでわかりやすく伝える。

473.3 MA 変形菌ミクソヴァース 増井 真那 写真・文 集英社
5歳のとき不思議で謎めいた「変形菌」の魅力に取りつかれ、常にこの美しく不思
議な生き物を探し求めた。20歳の変形菌研究者が、小さな生きもののダイナミッ
クな生態をいきいきと語る。著者撮影の写真も多数収録。

489.6 MA クジラのおなかに入ったら 松田 純佳 著 ナツメ社
クジラの胃の内容物からわかる海の不思議とは。函館を拠点にストランディング
調査(打ち上げられたクジラの調査)を行い、専門の調査機関を設立した著者の
歩みを、数々の事件や研究の苦労、恩師らとの関わりを通して紹介する。

490.1 NA 人間が生きているってこういうことかしら?
中村 桂子 著　内藤 い
づみ 著

ポプラ社
38億年の地球のいのちのつながり、その中で人間はどこにいるのか。死にどの
ように向き合うのか-。生命誌の視点で人間を見つめてきた研究者と、数多くの
看取りに立ち会ってきた在宅ホスピス医が本音で語り合う。

611.1 SU
農業消滅　農政の失敗がまねく国家存亡の危
機

鈴木 宣弘 著 平凡社
食と農を犠牲にした貿易の自由化、種子法廃止・種苗法改定…。“農業消滅”が
現実のものになろうとしている日本で、食の安全保障を確立することができるの
か。農政の実態を明らかにし、未来を守るための展望を記す。

667.9 KO
さばの缶づめ、宇宙へいく　鯖街道を宇宙へ
つなげた高校生たち

小坂 康之 著　林 公代
著

イースト・プレス
宇宙食さば缶の開発はどのように始まり、幾多の困難を乗り越え、JAXAの正式
認証を勝ち得て、宇宙に飛ばすことができたのか。福井県立若狭高校の生徒
と、彼らの頑張りに引っ張られた大人たちが織り成したドラマを描く。

726.6 WI ずーっとずっとだいすきだよ
ハンス・ウィルヘルム
えとぶん　久山 太市 や
く

評論社

エルフィーとぼくは、いっしょに大きくなった。年月がたって、ぼくの背がのびる一
方で、愛するエルフィーはふとって動作もにぶくなっていった。ある朝、目がさめ
ると、エルフィーが死んでいた。深い悲しみにくれながらも、ぼくには、ひとつ、な
ぐさめが、あった。それは…

783.7 TA
JK<準備と確認>で人生が変わる　高校野球で
結果を出す方法

田尻 賢誉 著
ベースボール・マガジン
社

高校野球で最高の結果を出すには、準備と確認=JKを、とりあえずやってみるこ
と、続けてみること。甲子園で結果を残した高校の取り組みや現役プロ野球選手
が高校時代に実践したこと、マネジャーたちの試みなどを紹介する。

913.6 AS ボタニカ 朝井 まかて 著 祥伝社
小学校中退ながらも独学で植物研究に没頭した牧野富太郎。東京大学理学部
植物学教室に出入りを許され、新種の発見など目覚ましい成果を上げるが…。
稀代の植物学者を描く長編小説。『小説NON』連載を加筆、訂正。

913.6 HA はじめての
島本 理生 著　辻村 深
月 著　宮部 みゆき 著
森 絵都 著

文藝春秋(発売)
テーマは「はじめて〇〇したときに読む物語」。島本理生、辻村深月、宮部みゆ
き、森絵都の4人の直木賞作家と、“小説を音楽にする”ユニット・YOASOBIのコ
ラボレーションからうまれたアンソロジー。

913.6 HA 黄金旅程　EgonUrrea 馳 星周 著 集英社
装蹄師の平野敬は、エゴンウレアが超一流の資質を秘めた馬だと確信していた
…。人間の手によって生み出された生き物・サラブレッドに未来を託す人々の生
きざまをリアルに描く。『小説すばる』連載に加筆・修正。

911.3 KA 角川俳句大歳時記　春
茨木 和生編集委員，宇
多 喜代子編集委員，他
角川書店編

KADOKAWA
季語・傍題合わせて1万8千語以上、近年の秀句も含めた例句5万句超を収録し
た大歳時記。春は、立春より立夏の前日までの季語を、平明な解説、季語の成
立・変遷の過程を明らかにした考証、例句とともに掲載する。

913.6 KA 本好きの下剋上　短編集2 香月 美夜 TOブックス
下町の家族や仲間、側仕え、他領の貴族、王族達などの視点を通して描かれる
人生模様。WEB掲載のSSや、第2?5部の特典SSなど、単行本未収録の19編を
解説付きでまとめた短編集。描き下ろし「四コマ漫画」も収録。

913.6 MI 恋する寄生虫 三秋縋 [著] KADOKAWA
失業中の青年・賢吾と不登校の少女・ひじりは、社会復帰に向けてリハビリを共
に行う中で惹かれ合い、やがて恋に落ちる。しかし幸せな日々はそう長くは続か
なかった。彼らはその恋が<虫>によってもたらされたことを知らず…。
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913.6 MU 散歩するネコ 群 ようこ 著 角川春樹事務所
しっかり者で親切なクマガイさん、「旅人」をしていたコナツさん…。個性的で優し
い「れんげ荘」の住人たちに囲まれて、キョウコは今日ものんびり幸せに暮らして
います-。「れんげ荘」シリーズ第4弾。

913.6 MU ネコと昼寝 群 ようこ 著 角川春樹事務所
都内のふるい安アパートで、月10万で愉しく暮らしている無職のキョウコ。来客
は、近所のぶちネコとお隣さん。将来のことなど少々心配なことはあるけれど、
キョウコの毎日はつづく…。「れんげ荘」シリーズ第3弾。

913.6 MU 働かないの 群 ようこ 著 角川春樹事務所
散歩に読書に刺?、時々おしゃべり。48歳、貯金生活者のキョウコは、月10万円
の綱渡り生活を今日も愉しんでいます…。ささやかな幸せを求める女性を描く。
「れんげ荘」第2弾。

913.6 MU れんげ荘 群 ようこ 著 角川春樹事務所

月十万円で、心穏やかに楽しく暮らそう! ―――キョウコは、お愛想と夜更かしの
日々から解放されるため、有名広告代理店を四十五歳で早期退職し、都内のふ
るい安アパート「れんげ荘」に引っ越した。そこには、六十歳すぎのおしゃれなク
マガイさん、職業“旅人"という外国人好きのコナツさん・・・・・・と個性豊かな人々
が暮らしていた。不便さと闘いながら、鳥の声や草の匂いを知り、丁寧に入れた
お茶を飲む贅沢さを知る。ささやかな幸せを求める女性を描く長編小説。

913.6 SA 誰かがこの町で 佐野 広実 著 講談社
郊外の瀟洒な住宅街で、19年前に起きた一家失踪。謎の解明の前に立ちはだ
かったのは、忖度、同調圧力、自己保身、理由のわからない排除。そして事件は
連鎖し…。日本中で起きているかもしれない惨劇の根源を追うサスペンス。

913.6 TA 大怪獣のあとしまつ : 映画ノベライズ
三木聡 脚本、橘もも
[著]

講談社
人類を恐怖に陥れた巨大怪獣が突然、死んだ。国民が安心したのもつかのま、
死体の「あとしまつ」という問題が残された。腐敗・膨張が進み爆発の危険が迫
るなか、数々の作戦が決行され…。2022年2月公開映画のノベライズ。

913.6 YO 階段ランナー 吉野 万理子 著 徳間書店
高校2年生の広夢と瑠衣はそれぞれに悩みを抱えていた。しかし社会科教師・高
桑のブログを読むうち、階段に魅了されていく。ある日、高桑から「京都駅大階段
駈け上り大会」の存在を教えられ…。

913.6 YU らんたん 柚木 麻子 著 小学館
大正最後の年。一色乕児は、渡辺ゆりにプロポーズした。彼女からの承諾の条
件は、シスターフッドの契りを結ぶ河井道と3人で暮らすというもので…。『きらら』
『WEBきらら』連載を加筆し、書き下ろしを加えて書籍化。


