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034.9 AA 地球で暮らすきみたちに知ってほしい50のこと
ラース・ヘンリク・オー
ゴード 著　枇谷 玲子
訳

晶文社
SDGs先進国、デンマーク発の「科学教養」の本。星はいくつあるの? 死んだらど
うなる? 時間って何? 自然、動物のことから、人間の発明や社会の問題、人生に
ついてまで、子どもがよく思いつく50の疑問に答える。

059 AS 朝日ジュニア学習年鑑　2022 朝日新聞出版
伝統ある子供用学習年鑑の2022年度版。幅広い分野のニュースや話題、基礎
知識をやさしく解説し、さまざまな統計も網羅する。「新型コロナウイルスの世界
の累計感染者数」など2021年の時事ニュースも収録。クイズ付き。

159 KI
絶望から希望へ　悩める若者と哲学者の“幸
福”をめぐる対話

岸見 一郎 著 大和書房
悪政、気候変動、未知のウイルスの蔓延、経済不安…。自分の手ではどうにも
ならない、たくさんの問題が降りかかる社会でも、未来があるのは不幸じゃない。
絶望せず、“自分の人生”を取り戻すための超実践的幸福論。

230 IK ヨーロッパ史入門　原形から近代への胎動 池上 俊一 著 岩波書店
ヨーロッパはどのような歴史を歩んできたのか。古代ギリシャ・ローマから、文化
的統合体としてのヨーロッパが成立した中世半ば、そして大航海時代や宗教改
革を経て、絶対王政の全盛期である17世紀末までを考察する。

230.5 IK ヨーロッパ史入門　市民革命から現代へ 池上 俊一 著 岩波書店
ヨーロッパはどのような歴史を歩んできたのか。市民(ブルジョワ)の登場、アメリ
カ独立革命とフランス革命、2つの世界大戦、アメリカと中国の台頭…。啓蒙主
義の時代である18世紀から現代までを考察する。

290.3 NA
なるほど知図帳世界　[2022]19版　ニュース
がわかる世界地図

昭文社
世界の最新情報を徹底調査! 世界地図とともに、アジアの情勢、中東の紛争と
内戦、世界3大宗教、国債格付け、異常気象、世界遺産など43テーマを解説す
る。巻頭に「世界の宇宙新時代」等を特集。

291.03 NA
なるほど知図帳日本　[2022]18版　ニュース
がわかる日本地図

昭文社
日本の最新情報を徹底調査! 日本地図とともに、外国人観光客、結婚、原子力
発電、火山、日本の世界遺産など53テーマを解説する。巻頭に「日本の宇宙新
時代」等を特集。

291.08 JI
地元写真家がいちばん見せたいにっぽんの
絶景　美しい四季を旅しよう

#みんなの地元推し 著
別所 隆弘 監修

玄光社
60名超の地元写真家が推す美しい自然や風物詩、夜景など270スポットを掲
載。全国津々浦々の「推し風景」を、季節の情報やコメントとともに紹介する。

324.1 JI
大人になるってどういうこと?　みんなで考えよ
う18歳成人

神内 聡 著 くもん出版
18歳の誕生日を迎えた高校生は「成年高校生」になり、法律で「大人」として扱わ
れるようになる。契約やネットのトラブルなど、知っておいてほしい法律的な内容
を取り上げるほか、「答えのない問い」も考える。

410.4 YU 数学ガールの秘密ノート　図形の証明 結城 浩 著 SBクリエイティブ
証明、さっぱりわかりません! 「僕」と2人の少女が、楽しい数学トークを繰り広げ
ながら、図形の証明の原点に迫る。Webサイト『ケイクス』連載の書籍化、第15
弾。

452 KA 海洋へのいざない 大塚耕司 編 日本船舶海洋工学会

船舶海洋工学の分野にとどまらず、海の誕生と人類とのかかわりから、物流、エ
ネルギー、鉱物資源、水産、環境、海の安全・安心、未来の海洋利用に至るま
で、海に関するものを解説。更に、海洋プラスチックごみ問題やSDGsなどの最新
話題も追加。

453 JI 地震と火山と防災のはなし 楠城 一嘉/編著 成山堂書店

自然豊かな日本においては、その恵みを存分に享受し独自の文化を育んできた
一方、地震や火山噴火などの災害からは目をそらすことはできない。近いうちに
起きるとされている南海トラフ地震までを視野に、地震、火山のメカニズムから、
それに伴う災害への備え、地域での取り組みなどを分かりやすく解説。

482.1 KO
人と動物の日本史図鑑　1　旧石器時代から
弥生時代

小宮 輝之 著　阿部 浩
志 文協力　境 洋次郎
イラスト

少年写真新聞社
人と動物の関係を通して見た、日本史の時代ごとの生活や文化、政治や経済の
特色を、画像やイラストを使って解説する。1は、旧石器時代から弥生時代までを
取り上げる。

482.1 KO
人と動物の日本史図鑑　2　古墳時代から安
土桃山時代

小宮 輝之 著　阿部 浩
志 文協力　境 洋次郎
イラスト

少年写真新聞社
人と動物の関係を通して見た、日本史の時代ごとの生活や文化、政治や経済の
特色を、画像やイラストを使って解説する。2は、古墳時代から安土桃山時代ま
でを取り上げる。

482.1 KO 人と動物の日本史図鑑　3　江戸時代
小宮 輝之 著　阿部 浩
志 文協力　境 洋次郎
イラスト

少年写真新聞社
人と動物の関係を通して見た、日本史の時代ごとの生活や文化、政治や経済の
特色を、画像やイラストを使って解説する。3は、徳川家の鷹狩、農民を支えた牛
馬、山里の暮らしと動物など、江戸時代を取り上げる。

482.1 KO
人と動物の日本史図鑑　4　明治時代から昭
和時代前期

小宮 輝之 著　阿部 浩
志 文協力　境 洋次郎
イラスト

少年写真新聞社
人と動物の関係を通して見た、日本史の時代ごとの生活や文化、政治や経済の
特色を、画像やイラストを使って解説する。4は、和牛の誕生、戦争で命を落とし
た動物など、明治時代から昭和時代前期までを取り上げる。

482.1 KO
人と動物の日本史図鑑　5　昭和時代後期か
ら令和時代

小宮 輝之 著　阿部 浩
志 文協力　境 洋次郎
イラスト

少年写真新聞社
人と動物の関係を通して見た、日本史の時代ごとの生活や文化、政治や経済の
特色を、画像やイラストを使って解説する。5は、ブロイラーと三元豚、生息域外
保全センターの役割など、昭和時代後期から令和時代までを取り上げる。

519 KU
私たちのサステイナビリティ　まもり、つくり、次
世代につなげる

工藤 尚悟 著 岩波書店
「サステイナビリティ」とは何か。気鋭の研究者が、若い世代にむけて、その概念
の意味するところを独自の定義を提示しながら具体例を交えてわかりやすく解説
する。さらに、より専門的に学べる「サステイナビリティ学」も紹介。

547.4 TA
10代と考える「スマホ」　ネット・ゲームとかしこ
くつきあう

竹内 和雄 著 岩波書店
中学生がネット社会を生き抜くために必要なことを知り、自分で考え、正解のな
い答えを探り出すための入門書。実際に起こったSNSのトラブルやゲーム依存
等に触れながら、スマホを安全に使うためのルール作りについて考える。

645.3 MA 聞いてよねモーモーのひとり言 松浦千枝雄
松浦千枝雄、静岡新聞
社

苦痛もストレスもじっと耐えている牛に、その思いをお喋りしてもらうことにした-。
長年にわたり酪農に従事してきた著者が、人間との歴史的な関わりや生態、性
格、特徴などを“牛目線”で語る。

726.1 SU ちはやふる　48 末次 由紀 著 講談社

前人未踏のクイーン戦・第４試合目を終え、詩暢の脚に異変が――…。
新も周防名人の猛攻に敗北を喫し、二勝二敗、振り出しへと戻る。
千早・周防の追い上げから逃げきれなかった二人を襲う「呪い」とは――？
ついに舞台は第５試合へ！
青春全部懸けて挑む、最終決戦開幕！！
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726.6 FE 111本の木
リナ・シン 文　マリアン
ヌ・フェラー 絵　こだま
ともこ 訳

光村教育図書
大理石工場のせいで荒れ地になった、インドの小さな村の村長さん。上の娘を病
気で亡くした村長さんは、村で女の子が生まれるたびに木を植えようと思い立ち
ます。しかし、村では女の子の誕生を祝う習慣がなく…。

726.6 GO ぼく
谷川 俊太郎 作　合田
里美 絵

岩崎書店
なにもほしくなくなって なぜか ここにいたくなくなって ぼくはしんだ じぶんでしん
だ-。「自死」を想いつむいだ言葉を、日常風景を美しく描いたイラストで彩った
「死」をめぐる絵本。

726.6 RA てぶくろ　ウクライナ民話
エウゲーニー・M・ラチョ
フ え　うちだ りさこ やく

福音館書店

おじいさんが森の中に手袋を片方落としてしまいます。雪の上に落ちていた手袋
にネズミが住みこみました。そこへ、カエルやウサギやキツネが次つぎやってき
て、「わたしもいれて」「ぼくもいれて」と仲間入り。手袋はその度に少しずつ大きく
なっていき、今にもはじけそう……。最後には大きなクマまでやって来ましたよ。
手袋の中はもう満員! そこにおじいさんが手袋を探しにもどってきました。さあ、
いったいどうなるのでしょうか?

909 SA <読む>という冒険　イギリス児童文学の森へ 佐藤 和哉 著 岩波書店
「ロビンソン・クルーソー」「不思議の国のアリス」「クマのプーさん」など、イギリス
児童文学の名作たちは、本当は何を語っているのか? “作者の意図を突きとめ
る”のとは少し異なる読みかたを提案する。

913.6 FU ヒノマル 古市 憲寿 著 文藝春秋
国家のために死ぬことを夢見る少年・勇二が出会ったのは、歴史学者の娘・涼
子。日本が戦争に負けると言い放ち、自由奔放にふるまう彼女は、仏文学を学
ぶ大学生の兄の恋人だった。やがて兄に召集令状が届き…。

913.6 HA 都会のトム&ソーヤ　19　19BOX?日常?
はやみね かおる [著]
にし けいこ 画

講談社
内人と創也が究極のゲーム作りのために集っている砦へと続く細い道に、ある
日大量の部品が置かれていた。拾って組み立ててみると、それはジュークボック
スで、100円を入れる度に物語が語られ…。

913.6 HI 天国からの宅配便 柊 サナカ 著 双葉社
依頼主の死後、預かった荷物をしかるべき人のもとへ届ける「天国宅配便」。こ
の世からいなくなったあの人が、最後に届けたかったものとは-? 親友、祖母、初
恋の人、先生…。4つの小包が想いを?ぐ、心揺さぶる救いの物語。

913.6 IC 砂嵐に星屑 一穂 ミチ 著 幻冬舎
旬も過ぎ、社内不倫の“前科”で腫れ物扱いの40代独身女性アナウンサー。娘と
は冷戦状態、同期の早期退職に悩む50代の報道デスク…。一見華やかなテレ
ビ局。そこで働く、真面目で不器用な人たちの物語。

913.6 IY オオルリ流星群 伊与原 新 著 KADOKAWA
山際彗子が故郷に帰ってきた。太陽系の果ての星を探すため手作りで天文台を
建てるというのだ。彗子に協力することとなった種村久志ら旧友たちは、28年前
の青春の日々に思いを馳せるが、高校最後の夏の真実が明らかになり…。

913.6 KA あの夏が飽和する。 カンザキ イオリ 著 河出書房新社
あの夏、逃避行の果てに自ら命を絶った流花。13年後、生き写しの瑠花が現れ
る。破滅に向かう瑠花と同級生の武命。千尋はふたりを救えるか? カリスマボカ
ロPが放つ青春サスペンス。2020年2月発表の作品を改題、改稿。

913.6 KA おしゃべりな部屋
川村 元気 著　近藤 麻
理恵 著

中央公論新社
部屋の数だけ、そこに暮らす人と、おしゃべりなモノたちとの思い出がある-。近
藤麻理恵が片づけてきた部屋にまつわる実話を基に、川村元気が紡いだ、すこ
し不思議な7つの部屋の物語。『読売新聞』連載を加筆修正。

913.6 KA 親愛なるあなたへ カンザキ イオリ 著 河出書房新社
小説家を目指す春樹。ミュージシャンを夢見る雪。そして、二人を見守る人たち。
それぞれの哀しみを背負いながら、高校三年間、寄り添うように生きていく。とこ
ろが突如、平穏な日々に悲劇が訪れ…。青春サスペンス。

913.6 KA タラント 角田 光代 著 中央公論新社
周囲の人々が“意義ある仕事”に邁進する中、心に深傷を負い、無気力な中年
になったみのり。不登校の甥の手で、心にふたをした義足の祖父の過去が繙か
れるとき、みのりの心は…。『読売新聞』連載に加筆修正し単行本化。

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　短編集2

香月 美夜 著 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 陰陽師学園　おちこぼれと鬼の邂逅 三萩 せんや 著 マイナビ出版
突然、灯里のもとに届いた「陰陽師学園」からの入学案内。灯里は、疑いつつも
生まれ育った東北から離れ「陰陽師学園」へ行くことに。そこで彼を待ち受けてい
たのは、最強の陰陽師・安倍雪影による特訓だった!?

913.6 NA 無邪気な神々の無慈悲なたわむれ 七尾 与史 著 二見書房
風光明媚な島に旅行に訪れた辻村正樹、京子、養子の瑠偉。だが到着した島
は、奇妙なことに大人不在、宿も無人。無邪気な笑顔を浮かべた子供しかいな
い。辻村夫妻は大人を探そうと島を調べるのだが、惨殺死体を見つけ…。

913.6 NA ミシンと金魚 永井 みみ 著 集英社
「みっちゃん」たちから介護を受けて暮らす認知症を患うカケイ。今までの人生し
あわせだったかと、みっちゃんの一人から尋ねられ…。暴力と愛情、諦念と悔
悟。絡まりあう記憶の中から語られる、凄絶な「女の一生」。

913.6 OK
珈琲店タレーランの事件簿　7　悲しみの底に
角砂糖を沈めて

岡崎 琢磨 著 宝島社
全国高校ビブリオバトルの決勝大会で、プレゼンの順番決めの抽選でトラブル
が発生。くじに細工をしたのは誰か。話を聞いていたバリスタの口から、思わぬ
真実が告げられ…。「ビブリオバトルの波乱」など全7話を収めた短編集。

913.6 SE 夏の体温 瀬尾 まいこ 著 双葉社
夏休み、小学3年生の瑛介は血小板数値の経過観察で入院している。退屈な
日々を送る病院で、低身長の検査入院らしい同学年の壮太に出会い…。表題作
など全3編を収録。『小説推理』、中学教科書「国語1」掲載を加筆修正。

913.6 TA 世界が青くなったら 武田 綾乃 著 文藝春秋
ある朝、佳奈が目を覚ますと、彼氏の亮が世界から消えていた。自分がおかしい
のか、世界が壊れたのか? 佳奈は混乱しながらも手がかりを探し始め…。気鋭
が放つファンタジー青春恋愛小説。『別冊文藝春秋』連載を単行本化。

913.6 TE 包帯クラブ　ルック・アット・ミー! 天童 荒太 著 筑摩書房
関東のはずれの町に住む6人の高校生は、自分自身の大切なものを守るため
「包帯クラブ」を結成した。しかし無理解や反発を受け、自粛を余儀なくされる。
ひっそりと集まりバンド活動を始めた彼らは、さまざまな人と出会い…。

913.6 UE 香君　上　西から来た少女 上橋 菜穂子 著 文藝春秋
奇跡の稲、オアレ稲をもたらし、香りで万象を知るという活神<香君>の庇護のも
と、帝国は発展を続けてきた。あるとき、オアレ稲に虫害が発生する。人並外れ
た嗅覚をもつ少女アイシャは、オアレ稲に秘められた謎と向き合い…。

913.6 UE 香君　下　遙かな道 上橋 菜穂子 著 文藝春秋
オアレ稲に依存してきた帝国に危機が訪れる。次々と災いの連鎖が起きていく
なかで、アイシャは、仲間たちとともに、必死に飢餓を回避しようとするのだが
…。異郷から風が吹くとき、アイシャたちの運命は大きく動きはじめる。

913.6 UY ひまわりは恋の形 宇山 佳佑 著 小学館
「桜の花びらを集める」という不思議なバイトの依頼主・雫に恋をした日向。ある
とき、雫が1年でたった1週間しか起きていられないという体質だと知り…。夢と現
実に引き離された、究極の遠距離恋愛の物語。

913.6 YA 人形姫 山本 幸久 著 PHP研究所
恭平が社長を務める人形店は、低迷する売上、高齢化した職人の後継ぎ不在、
果ては自身の婚活と、問題が山積み。そこに、フィリピン人の若い女性が弟子入
りを志願してきて…!? 『WEB文蔵』連載を加筆修正し単行本化。



914.6 OT
大人になるまでに読みたい15歳のエッセイ　1
むねにひびく

和合 亮一 編・エッセイ ゆまに書房
やわらかい思春期の心に伝えたいエッセイセレクション。1は、「むねにひびく」を
テーマに、長田弘「ラヴレター」、芥川龍之介「東京人」などを収録する。巻末に
和合亮一によるエッセイを掲載。

914.6 OT
大人になるまでに読みたい15歳のエッセイ　2
こころがさわぐ

和合 亮一 編・エッセイ ゆまに書房
やわらかい思春期の心に伝えたいエッセイセレクション。2は、「こころがさわぐ」
をテーマに、吉行淳之介「死とのすれ違い」、星新一「官僚について」などを収録
する。巻末に和合亮一によるエッセイを掲載。

933.7 RE オール★アメリカン★ボーイズ
ジェイソン・レノルズ 著
ブレンダン・カイリー 著
中野 怜奈 訳

偕成社
黒人少年を暴行する白人警官の動画が拡散し、若者たちは抗議のデモを計画し
…。黒人作家レノルズが被害者の黒人少年の視点から、白人作家カイリーが目
撃者の白人少年の視点から、アメリカの今を描き出す。


