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159.6 GA
ガールズ・ビー・アンビシャス　一歩踏み出し
たいあなたへ贈る21のコトバ

集英社インターナショナ
ル 編　田中 優子 [ほか
著]

集英社(発売)
自らの人生を切り拓くだけでなく、社会通念を打ち破り、世の中の流れに影響を
与える女性たち。環境活動家の露木志奈、人権活動家のマララ・ユスフザイな
ど、あらゆる分野で活躍する女性たちの力強い21のコトバを紹介する。

198.3 TA
いいんだよ、昨日までのこと全部。 : 心が軽く
なる31のアンサー

田中満矢 著 いのちのことば社
10代の死因一位が自死であるこの社会で、未来を担う若者たちに希望をもって
ほしい――これまで2,000人以上の若者に関わり、悩みに耳を傾けてきた「ドラ
マー牧師」が、今伝えたい心がフッと軽くなる31の言葉。

202.5 ZU
図説世界の水中遺跡　水底に眠る「時の証
人」を求めて

木村 淳 編著　小野 林
太郎 編著

グラフィック社
トーニス・ヘラクレイオン遺跡、琵琶湖西浜千軒遺跡…。水中考古学の学問史に
おいて重要、あるいは歴史上のランドマークと関連する、世界の水中遺跡を厳選
し、調査時の写真など豊富なビジュアルで紹介する。

238.6 KU 物語ウクライナの歴史　ヨーロッパ最後の大国 黒川 祐次 著 中央公論新社

ロシア帝国やソヴィエト連邦のもとで長く忍従を強いられながらも、独自の文化を
失わず、有為の人材を輩出し続けたウクライナ。不撓不屈のアイデンティティ
は、どのように育まれてきたのか。スキタイの興亡、キエフ・ルーシ公国の隆盛、
コサックの活躍から、一九九一年の新生ウクライナ誕生まで、この地をめぐる歴
史を俯瞰。人口五〇〇〇万を数え、ロシアに次ぎヨーロッパ第二の広い国土を
持つ、知られざる「大国」の素顔に迫る。

289.1 OG
難民に希望の光を 真の国際人緒方貞子の生
き方

中村 恵 著 平凡社
日本人初・女性初の国連難民高等弁務官として10年間、世界中の紛争地をめぐ
り、難民支援に携わった緒方貞子。退任後の数年間、パーソナル・アシスタントと
して緒方の姿を見続けた著者が、その生涯と強みについて語る。

307 RA
ライブ!公共、現代社会を考える　世の中の動
きに強くなる　2022

池上 彰 監修 帝国書院

「もっと知りたい」を喚起! 考える力を育む! 池上彰監修の資料集。 ● 改訂特色
1.「公共」にも対応、新しくなった全体構成 ★新課程「公共」に合わせ、従来の『ラ
イブ! 現代社会』の内容を踏襲しつつ、新課程に合わせて章立てを「社会・思想」
「憲法」「法」「経済」「諸課題」で再編成!

329.3 SH
紛争地のポートレート　「国境なき医師団」看
護師が出会った人々

白川 優子 著 集英社(発売)
暴力が渦巻く場所に生きる市民たち。世界中から集まる医療のエキスパート。活
動を支える技術者や支援者…。「国境なき医師団」看護師が、人道援助の現場
でめぐり会った人々や紛争地医療のリアルを描く。

369.9 MA ホームレス救急隊　フランス「115番通報」物語
オド・マッソ 作　川野 英
二 訳　川野 久美子 訳

共栄書房(発売)
「国境なき医師団」創設者がつくったフランスの路上生活者24時間支援組織、サ
ミュ・ソシアル。企業や政府を巻き込み、医師やケースワーカーと連携する支援
システムの成立の経緯やその背景の理念、活動をマンガで描く。

489.5 DU
オオカミの知恵と愛　ソートゥース・パックと暮
らしたかけがえのない日々

ジム・ダッチャー 著
ジェイミー・ダッチャー
著　藤井 留美 訳

日経BPマーケティング
(発売)

6年間にわたり、オオカミの群れが暮らすエリアにテントを建てて寝起きし、観察
を続けた夫妻の記録。オオカミが仲間を思いやる心、チームワーク、他者への敬
意、好奇心などについて、エピソードを挙げて軽快に語る。

517 ST
もし、水がなくなるとどうなるの?　水の循環か
ら気候変動まで

C.シュタインライン 文
M.シャイアー 絵　竹内
薫 監修　那須田 淳 訳

西村書店
水の性質や循環のしくみ、暮らしや産業との関係、気候変動の問題などを、オー
ルカラーの図とともにわかりやすく解説。人間の未来と地球を守ることについて
考える、SDGsビジュアルブック。

538.9 SU 宇宙開発未来カレンダー　2022-2030"s 鈴木 喜生 著 G.B.
これからどんな宇宙開発が始まるのか。宇宙開発の基本や2022?2030年代の宇
宙開発未来カレンダー、今も運用中の1977?2021年の人工衛星&探査機などを、
豊富なカラー図版とともに紹介する。

726.6 DU アヤンダ　おおきくなりたくなかったおんなのこ
ヴェロニク・タジョ 文
ベルトラン・デュボワ 絵
村田 はるせ 訳

風濤社
戦争でお父さんを亡くした、小さな女の子アヤンダ。その悲しみは怒りへ変わり、
大きくならないことを心に決めました。まわりの女の子が大きくなってもアヤンダ
は小さいままでしたが、お母さんの具合が悪くなり…。

726.6 HA へいわってどんなこと? 浜田 桂子 作 童心社
きっとね、平和ってこんなこと。戦争をしないこと、爆弾なんか落とさないこと、家
や町を破壊しないこと…。日本・中国・韓国の絵本作家が手をつなぎ、子どもた
ちにおくる平和絵本シリーズ。

726.6 NI 字のないはがき
向田 邦子 原作　角田
光代 文　西 加奈子 絵

小学館
戦争中、疎開するちいさな妹に、お父さんは「元気な日は、はがきにまるを書い
てポストにいれなさい」と言って、たくさんのはがきを渡した…。妹と父のエピソー
ドを綴った向田邦子の名エッセイを、角田光代と西加奈子が絵本化。

726.6 NO へいわとせんそう
たにかわ しゅんたろう
ぶん　Noritake え

ブロンズ新社
「へいわのボク」と「せんそうのボク」では、なにが変わるのだろう。比べてみる
と、平和と戦争の違いが見えてくる。谷川俊太郎の言葉とNoritakeの絵による、
これまでにない平和絵本。

764.6 OZ 吹奏楽部バンザイ!!　コロナに負けない オザワ部長 著 ポプラ社
青春をかけて大好きな音楽に没頭していた吹奏楽部員たちを突如襲ったのは、
新型コロナウイルスだった。自分たちの音楽を外部に届ける機会を失ったが…。
コロナに立ち向かった吹奏楽部員たちを描いたノンフィクション短編集。

817.5 IN
14歳からの読解力教室　生きる力を身につけ
る

犬塚 美輪 著 笠間書院
教科書、新聞、文学…。どれも日本語で書かれているはずなのに、実はみんな
「違う」。だからこそテーマによって「読みにくい・読みやすい」がある。その「当た
り前の事実」をわかりやすく説明し、「読解力」の大切さを伝える。

913.6 FU 空にピース 藤岡 陽子 著 幻冬舎
立ち歩き、暴力、不登校、通じない日本語、前任者は鬱…。公立小学校教諭の
ひかりは、赴任先で衝撃を受ける。さらに同僚からは「この学校ではなにもしない
ことです」と釘をさされてしまい…。『小説幻冬』連載を加筆し書籍化。

913.6 HI マスカレード・ゲーム 東野 圭吾 著 集英社
解決の糸口すらつかめない3つの殺人事件。共通点は、被害者がみな過去に人
を死なせた者であることだった。被害者たちを憎む遺族らがホテル・コルテシア
東京に宿泊することが判明し、新田浩介は再び潜入捜査を開始する-。

913.6 IN あの冬、なくした恋を探して いぬじゅん 著 ポプラ社
玲菜は、親友に無理やり連れていかれた婚活パーティーで容姿端麗な青年・ハ
ルと出会い、「君は性格がブスだ」と言われてしまう。ショックを受ける玲菜に「君
の性格を僕が変えてあげる」とハルは言い放ち…。

913.6 IS マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂 幸太郎 著 幻冬舎
失恋したばかりの社会人と、元いじめられっ子のスパイ。知らないうちに誰かを
助けていたり、誰かに助けられたり…。ふたりの仕事が交錯する現代版おとぎ
話。猪苗代湖の音楽フェスで配布した連作短編に書き下ろしを加え書籍化。
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913.6 KA 姑の遺品整理は、迷惑です 垣谷 美雨 著 双葉社
一人暮らしの姑が亡くなった。嫁である望登子はなんとか自分で遺品整理をしよ
うとするが、あまりの物の多さに立ちすくむばかりで…。誰もが直面する“人生の
後始末”をユーモラスに描いた「実家じまい」応援小説。

913.6 KA 春のこわいもの 川上 未映子 著 新潮社
ギャラ飲み志願の女、親友をひそかに裏切りつづけた作家、大切な手紙を失くし
た高校生、寝たきりの老女…。感染症が爆発的流行を起こす直前の、東京の男
女6人の体験を描く。オーディオブック『Audible』配信を書籍化。

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　第5部[8]　女神の化身
8

香月 美夜 著 TOブックス
危機に瀕したフェルディナンドを必ず救う。ローゼマインはダンケルフェルガーの
騎士達をも味方につけて、いざ出陣! 神殿や下町の民は心を一つに、「エーレン
フェスト防衛戦」に挑む! 書き下ろし閑話集、4コマ漫画も収録。

913.6 KO カンフー&チキン 小嶋 陽太郎 作 ポプラ社
名門私立高校に入るために塾に通う竹人は、塾の帰り道、街にのさばる不良
チームに襲われ、財布をとられてしまう。そこへ現れた、怪しい気功術を使う変わ
り者のクラスメイト・クラゲに助けられ…。『静岡新聞』連載を加筆修正。

913.6 MI
ビブリア古書堂の事件手帖　[2]-3　扉子と虚
ろな夢

三上 延 [著] KADOKAWA
ある古書店の跡取り息子の死により遺された約千冊の蔵書。高校生になる少年
が相続するはずだった形見の本を、彼の祖父が全て売り払おうとしているとい
う。ビブリアも出店する即売会場で店主たちは説得を試みるが…。

913.6 MY あれは子どものための歌 明神 しじま [著] 東京創元社
どんな賭けにも負けない力を得た少女、あらゆる傷を跡形なく消し去る名医…。
この世の理に背く力に人生を狂わされる者たちの5つの物語と、その背後で進行
する国の存亡に関わる陰謀。本格ミステリの興趣を織り込んだ連作集。

913.6 OY 時計屋探偵の冒険　アリバイ崩し承ります 2 大山 誠一郎 著 実業之日本社
湖に沈められた車のアリバイ、容疑者の親族3人がもつ鉄壁のアリバイ…。難事
件に頭を悩ませる新米刑事は、美谷時計店の店主・時乃にアリバイ崩しを依頼
する。『Webジェイ・ノベル』配信に書き下ろしを加えて単行本化。

913.6 SA 世界は「 」で沈んでいく 櫻 いいよ 著 PHP研究所
新しい学校では絶対に「友だち」を作らないといけない-。プレッシャーに押しつぶ
されそうな中学2年生の凛子の前に現れたのは、クラスの中心でいつも笑ってい
る将暉だった…。胸が締め付けられる、青春小説。

913.6 SH 剣持麗子のワンナイト推理 新川 帆立 著 宝島社
亡くなった町弁のクライアントを引き継ぐことになってしまった剣持麗子。大手法
律事務所で働くかたわら、主に深夜に一般民事の相談にも乗る羽目に…。「元
彼の遺言状」のヒロインが徹夜で謎解きするミステリー短編集。

913.6 SH 後宮の烏　1 白川 紺子 著 集英社
妃でありながら夜伽をすることのない、「烏妃」と呼ばれる特別な妃。不思議な術
を使い、呪殺から失せ物さがしまで、何でも引き受けてくれるという。しかし、その
正体が暴かれるとき、歴史をも覆す「禁忌」に触れることに…。

913.6 SH 後宮の烏　2 白川 紺子 著 集英社
妃でありながら夜伽をすることのない、「烏妃」と呼ばれる特別な妃。当代の烏
妃・寿雪は、先代の言いつけに背き、侍女を傍に置いたことに深く戸惑ってい
た。ある夜、後宮で起きた凄惨な事件は、驚愕の真実をもたらすが…。

913.6 SH 後宮の烏　3 白川 紺子 著 集英社
妃でありながら夜伽をすることのない、特別な妃「烏妃」として、孤独から逃れら
れない寿雪。ある怪異を追う中、謎多き八真教の存在に辿り着く。一方、皇帝・
高峻は烏妃を「烏」から解放する一筋の光明を見出すが…!?

913.6 SH 後宮の烏　4 白川 紺子 著 集英社
今宵も烏妃・寿雪を頼って、夜明宮には訪いが絶えない。守るもののできた寿雪
の変化に、言いようのない感情を抱く若き皇帝・高峻。ある日二人は、とある失
せ物探しを発端に真実眠る歴史の深部に対峙することに…。

913.6 SH 後宮の烏　5 白川 紺子 著 集英社
寿雪を救い出すため、もっとも険しい道を突き進んでいく高峻。同じ頃、静まり
返った夜明宮では、寿雪が烏妃として突きつけられた運命と対峙することを密か
に決心していた。互いの思いが重なる時、歴史が動く…!?

913.6 SH 後宮の烏　7 白川 紺子 著 集英社
烏漣娘娘の半身を求めて幽宮と楽宮の神の境界である界島へ渡ろうとする寿雪
だったが、海底火山の噴火の影響で海路が封鎖される。寿雪は己の内にいる烏
に呼びかけ、現状を打開する術を探ろうとし…。中華幻想譚、完結。

913.6 SH 答えは風のなか
重松 清 著　ミロコマチ
コ 絵

朝日出版社
はじめて感じるモヤモヤ。この気持ちはなんだろう…? きっと誰もが胸のなかに
抱えているもの。「きみの町で」に続く10の物語。朝日出版社ウェブマガジン『あ
さひてらす』掲載等を単行本化。

914.6 TA 陰翳礼讃
谷崎 潤一郎 文　大川
裕弘 写真

パイインターナショナル
日本の美学の底には「暗がり」と「翳り」がある-。日本人の暮らしの美学につい
て、さまざまな方向から論究した谷崎潤一郎の「陰翳礼讃」に、「空気を撮る名
匠」大川裕弘が写し撮った写真を添えたビジュアルブック。

913.6 UY 恋に焦がれたブルー 宇山 佳佑 著 集英社
ただありふれた恋を求めた高校生の歩橙(あゆと)と青緒(あお)を試練が襲う。彼
を愛おしいと思う気持ちが、青緒の身体に耐えがたい痛みを与える不思議な病
を発症してしまい…。切なさに心がふるえる恋の物語。


