
書名 著者名 出版社 内容紹介

104 KO 暇と退屈の倫理学 國分 功一郎 著 新潮社
ウサギ狩りに行く人は本当は何が欲しいのか? 暇と退屈の問題を歴史的、哲学
的に論じ、ハイデッガーの退屈論などを紹介。それらの知見をもとに、<暇と退屈
の倫理学>を構想する。

159 CL
漫画バビロン大富豪の教え　「お金」と「幸せ」
を生み出す五つの黄金法則

ジョージ・S.クレイソン
原作　坂野 旭 漫画　大
橋 弘祐 企画・脚本

文響社
100年もの間、世界中で読み継がれているお金の名著を漫画化! 古代バビロニ
アから続く、お金を増やし、お金に縛られず、充実した人生を送る「人類の不変
の知恵」が身につく。

159 NO 鏡の法則　完全版 野口 嘉則 著 サンマーク出版
私たちの人生の現実は、私たちの心を映し出す鏡である-。実話にもとづく短い
ストーリーを通して、「鏡の法則」を伝える。親との関係を見つめ直していく上での
指針を示す解説編も収録。

159.7 TO 自分を育てるのは自分　10代の君たちへ 東井 義雄 著 致知出版社
「世界でただ一の私を、どんな私に仕上げていくか。その責任者が私であり、皆
さん一人ひとりなんです」 教育界の国宝と呼ばれた「いのちの教育」の実践者が
若者に向けて、自分で自分を育てる責任について説いた講演録。

210.4 IT 眠れないほどおもしろい吾妻鏡 板野博行 三笠書房
源平合戦後、源頼朝がひらいた鎌倉幕府。ようやく平和になるかと思いきや、今
度は内部で巻き起こる討滅、謀略、権力闘争…。鎌倉幕府の準公式記録「吾妻
鏡」に準じつつ、ほかの史料も駆使して、数々の事件の真相に迫る。

210.7 YA
「慰安婦」問題ってなんだろう?　あなたと考え
たい戦争で傷つけられた女性たちのこと

梁 澄子 著 平凡社
性暴力のない、戦争のない、誰も犠牲にならない社会を目指して-。日韓政治問
題のように語られることの多い「慰安婦」問題を、戦争で傷つけられた女性たち
のこととして見つめ直し、問題の本質に迫る。

221.01 IS 一冊でわかる韓国史 六反田 豊 監修 河出書房新社
古朝鮮、広開土王、朝鮮王朝、大韓帝国、日本統治、漢江の奇跡…。韓国の歴
史を、イラストや地図を交えてわかりやすく解説する。コラム「そのころ、日本で
は?」も掲載。

289.1 HA 宗一郎と喜一郎 長谷川 智 羽衣出版
トヨタ自動車の創業者・豊田喜一郎とホンダの創業者・本田宗一郎。2人の生涯
と両社の歩みを通して、人と組織と思想の関係、経営者と風土との関係を解明
する。『朝日新聞』静岡版連載を書籍化。

289.1 HA
人類は下り坂 : 丘浅次郎と「ダーウィン」邦訳
の謎

幡鎌正周 幡鎌さち江
著

幡鎌正周、静岡新聞社
現代社会や文明のあり方を問う「丘 浅次郎」の思想と『種の起源』邦訳の謎を解
く!

290.1 FU 教養としての「国名の正体」 藤井 青銅 著 柏書房
日本は“ニホン”? “ニッポン”? アメリカ合衆国はなぜ「合州国」ではないの? オー
ストリアとオーストラリアは何で似ているの? 世界196か国&5地域の「名前」の起
源を探る。

291 SH
統計から読み解く色分け日本地図　日本のこ
とが楽しくわかる!

重永 瞬 著 彩図社
いちばんお金をたくさん使う都道府県は? サルやシカがほとんど生息していない
県は? 統計データをもとに全国を色分けし、そこから見えてくる人口や文化、産
業、交通、自然についての意外な地域差をわかりやすく解説する。

302.1 HO
「日本」ってどんな国?　国際比較データで社会
が見えてくる

本田 由紀 著 筑摩書房
今まで「あたりまえ」と思い込んでいたことが、実は「変」だったかも!? 家族、ジェ
ンダー、学校、友人、経済・仕事、政治・社会運動といった日本社会のさまざまな
面を世界各国のデータと比べ、日本の特徴をあぶり出す。

302.2 IK
池上彰の世界の見方 中国　巨龍に振り回さ
れる世界

池上 彰 著 小学館
なぜ世界を敵にまわすのか? 香港の民主化運動弾圧、新型コロナウイルスの情
報隠ぺいなど、池上彰が、不穏な大国・中国の素顔を徹底解説する。東京工業
大学附属科学技術高等学校で行った授業をもとに書籍化。

302.3 IK
池上彰の世界の見方 東欧・旧ソ連の国々　ロ
シアに服属するか、敵となるか

池上 彰 著 小学館
周囲の国々を衛星国としたソ連のトラウマとは? ロシアの脅威に身構えるバルト
三国の悩みとは? 池上彰が、旧ソ連の国々や東欧諸国を徹底解説する。東京都
立青山高等学校で行った授業をもとに書籍化。

304 NY ニュース年鑑　2022 池上 彰 監修 ポプラ社
2021年に起こったできごとから、89の重大なニュースを精選。そのニュースのポ
イントは何か、どんな背景があってそうなったのか、その事件が何にどのように
影響したかなどについて、わかりやすく解説する。

312.1 NI
ぶっちゃけ、誰が国を動かしているのか教えて
ください　17歳からの民主主義とメディアの授
業

西田 亮介 著 日本実業出版社
気鋭の社会学者が、いまの政治を<自由の価値>と<コスト>で読み解いた白熱講
義。政治とメディアに関する素朴な質問に答え、日本のいまの社会・政治の問題
点ととらえ方を教える。

316.1 SA
平等ってなんだろう?　あなたと考えたい身近
な社会の不平等

齋藤 純一 著 平凡社
なぜ「平等であること」が大切なのか? 不平等な社会は、どうして問題なのか? 日
常のモヤモヤした疑問、教育や医療の不平等、肌の色やジェンダーをめぐる差
別などを通じて、社会における「平等」の大切さを考える。

317.7 KE 警察のウラガワ 倉科 孝靖 監修 学研プラス
思わず人に言いたくなる知識がいっぱい! 警察官や刑事の仕事から、警察の組
織、捜査まで、警察のウラ情報を豊富なイラスト・写真を交えて紹介。警察官に
なるための情報も掲載。

331 OT
あなたを変える行動経済学　よりよい意思決
定・行動をめざして

大竹 文雄 著 東京書籍
高校生の悩みは行動経済学の視点で考えると解決する。若い世代を念頭に、サ
ンクコストや損失回避といった行動経済学の考え方と応用例を紹介する。各章
末にQ&Aも収録。早稲田塾の連続講義を書籍化。

336.4 IT 1分で話せ 伊藤羊一 SBクリエイティブ
ソフトバンク孫社長にも認められた最強プレゼンターが、「強く」「印象に残る」話
し方を伝授する。実践編では、会議、プレゼン、ファシリテーションなどの場面で
の対応策や、気をつけるべき点を具体的に示す。

361.4 HA
10代で知っておきたい「同意」の話　YES、NO
を自分で決める12のヒント

ジャスティン・ハンコック
文　ヒューシャ・マクア
リー 絵

河出書房新社
NOじゃないならYESってこと? 自分の常識は誰かの非常識? 挨拶、食事、集団で
の行動、セックス、ジェンダー…。人間関係を築く上で欠かせない同意のイロハ
を親しみやすいイラストとともに、身近な例で紐解きます。

366.3 YA あゝ野麦峠　ある製糸工女哀史 山本 茂実 [著] 角川書店
過酷な労働に耐え、明治の富国強兵政策を底辺で支えた無数の少女達。その
女工哀史の真実とは。四〇〇名に及ぶ元工女を訪ね、歴史の闇に沈んでいた
近代日本の民衆史を照らし出す、ノンフィクションの金字塔。

366.3 KU
わたし8歳、職業、家事使用人。　世界の児童
労働者1億5200万人の1人

日下部 尚徳 著 合同出版
バングラデシュには、「家事使用人」と呼ばれる子どもが42万人いる。「家の中」
で働く女の子たちは、どのような暮らしをしているのか。女の子たちの厳しい現
実、直面する問題や課題、私たちに今なにができるのかを紹介する。
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369 SH ヤングケアラーってなんだろう 澁谷 智子 著 筑摩書房
家族の世話や家事を行う子どもたちを指すヤングケアラー。ケアを背負わなけ
ればならない背景には何があるのか。実態調査や当事者が語る経験を通じて、
彼らが置かれた状況や支援の取り組みを明らかにする。

402.8 IJ 偉人たちの挑戦　1　数学・天文学・地学編 東京電機大学 編 東京電機大学出版局
科学で偉大な発見・発明をし、真理を求め、人の役に立ちたいと探究を続けた偉
人の業績と生涯を、会話形式の本文と豊富なイラストで紹介。1は、パスカル、オ
イラー、コペルニクスなど数学者、天文学者、地学者を取り上げる。

402.8 IJ 偉人たちの挑戦　2　物理学編　1 東京電機大学 編 東京電機大学出版局
科学で偉大な発見・発明をし、真理を求め、人の役に立ちたいと探究を続けた偉
人の業績と生涯を、会話形式の本文と豊富なイラストで紹介。2は、ボイル、
ニュートン、アインシュタインなど物理学者を取り上げる。

450 YA なぜ地球は人間が住める星になったのか? 山賀 進 著 筑摩書房
宇宙の進化の中で地球はどのようにして生まれたのか? 地球が生命に適した環
境になり、多くの生命が栄え、その生命が地球の環境を変えてもきた共進化の
歴史を、地球科学のアプローチで探る入門書。

467.2 SH
遺伝子の不思議としくみ入門　遺伝子から「自
分」を知る!

島田 祥輔 著 朝日新聞出版
mRNAワクチンってどんなワクチン? ゲノム編集で栄養豊富な野菜ができる? ア
スリート特有の遺伝子がある? 人間のココロとカラダ、病気や食にまつわる不思
議を「遺伝子」の視点からわかりやすく解説する。

471.9 IN 世界史を変えた植物 稲垣 栄洋 著 PHP研究所
人類の影には、常に植物の姿があった-。ヨーロッパが羨望した黒い黄金「コショ
ウ」、人類を惑わした甘美なる味「サトウキビ」、世界を席巻する驚異の農作物「ト
ウモロコシ」…。植物から見た世界の歴史をのぞき見る。

488.4 SH
となりのハト　身近な生きものの知られざる世
界

柴田 佳秀 著 山と溪谷社
ハトはオスもミルクを出して子育てする、ハト胸の正体はものすごい筋肉、下を
向いて水を飲めるのはハトだけ、伝書鳩はエジプトのファラオも利用していた…。
ハトに関する驚きの豆知識を多数紹介する。

489.6 NA クジラの骨と僕らの未来 中村 玄 著 理論社
小さな頃から生き物が大好きで、様々な動物を飼っていた著者。中学2年生の
時、骨格見本に興味を持ち、死んでしまったペットのハムスターの墓あばきを思
いつき…。骨からスタートしたクジラ博士の研究航海記。

489.7 IR
ゾウが教えてくれたこと　ゾウオロジーのすす
め

入江 尚子 著 化学同人
地上最大の哺乳類、ゾウ。その進化の過程や体のつくり、野生での暮らしぶり、
知能など、知っているようで知らないゾウの魅力を、ゾウ愛にあふれる著者があ
たたかな筆致で語り尽くす。

490 OK 未来の医療で働くあなたへ 奥 真也 著 河出書房新社
医療の世界は今後10年間で大きく変わる-。未来の医療現場で働く10代に向
け、医学・医療の最前線を知る医療未来学者が、進歩する医療の姿と、医師の
心構えや進路について指南する。

490.4 AR アリエナイ医学事典
亜留間 次郎 著　薬理
凶室 監修

三才ブックス
「コーラを飲むと骨が溶ける」説の実態。日本を「糖尿病」から救った天才科学者
…。人体をハックする闇の医学の物語を50掲載し、薬理凶室の怪人が医学的見
地から解説する。

498.1 BY 病院のウラガワ 佐藤 昭裕 監修 学研プラス
思わず人に言いたくなる知識がいっぱい! 病院のしくみから、病院で働く人、治
療・検査・入院・手術まで、病院のウラ情報を豊富なイラスト・写真を交えて紹
介。病院で働く人になるための情報も掲載。

498.1 KO
「心」のお仕事　今日も誰かのそばに立つ24人
の物語

河出書房新社 編　荒井
裕樹 [ほか]著

河出書房新社
精神科医、カウンセラー、臨床心理士、ソーシャルワーカー、心の謎に迫る研究
者…。目に見えない「心」を扱うことを仕事にしている24人が、その面白さと苦
労、道のりを語る。

521.8 NA 日本の城　決定版 中井 均 著 新星出版社
今行くべき名城を全国各地から選りすぐって紹介。また、戦国時代以降の城の
構造や防御の仕方、古代から現代までの城の歴史、ヨーロッパや東アジアなど
世界の城と日本の城の違いを解説する。

596.4 NO
弁当作家の学生が毎日作る家族と自分のゆ
る弁

のん 著 主婦と生活社
揚げないチキン南蛮弁当、卵焼きメイン弁当、だしを味わう和弁当、グルグル豚
ロール弁当…。料理インスタグラマーで現役大学生の弁当作家・のん(暖)が、家
族に人気だったお弁当のレシピ145品を紹介します。

611.3 SH 食べる経済学 下川 哲 著 大和書房
人口増加、格差、気候変動、SDGsといった地球規模の課題と、実は密接につな
がっている「食べる」という行為。普段の食事が、地球全体とその未来にどんな
影響を与えているのか、経済学の枠組みを使い分かりやすく解説する。

645.6 FU
いぬ大全304　小型犬から大型犬まで、現役
獣医師が犬種別の悩みも解説!

藤井 康一 著 KADOKAWA
愛犬の健康と幸せは飼い主さんしだい。犬にとってもっとも大事な食・トイレ・散
歩をはじめ、犬との暮らし方、不調や病気、犬種の話、高齢化などについて、現
役獣医師がわかりやすく解説する。犬がかかりやすい病気一覧付き。

645.6 MA
ペットが死について知っていること　伴侶動物
との別れをめぐる心の科学

ジェフリー・M.マッソン
著　青樹 玲 訳

草思社
ペットは死をどう認識しているのか。飼い主はペットとの別れにどう向き合えばい
いのか。動物の心の問題をライフワークとしてきた著者が、動物と人間の交流の
様々な事例を通して、死についての感情世界の核心に迫る。

649 YA
動物の看護師さん　動物・飼い主・獣医師をつ
なぐ6つの物語

保田 明恵 著 大月書店
動物看護士ってどんな仕事? 動物、飼い主、獣医師、三者それぞれに寄り添い
架け橋となって治療を進める動物看護師の仕事を、6人の体験から鮮やかに描
き出す。

721.8 KA 江戸のジャーナリスト葛飾北斎 千野 境子 著 国土社
90歳まで絵筆をとった人気浮世絵師・葛飾北斎は、情報の限られた江戸時代
に、広く日本の外からも情報を収集した-。「人間・北斎」にスポットライトをあて、
その魅力や謎を探り、北斎とは何者なのかを解き明かす。

726.1 KA
描きたい!!を信じる　少年ジャンプがどうしても
伝えたいマンガの描き方

週刊少年ジャンプ編集
部 作

集英社
週刊少年ジャンプ編集部が作った、「何も知らないところから、マンガを楽しく描
いて上手くなる」ための本。マンガを描くときに誰もがもつ悩みや疑問に答える。
ジャンプ作家たちの描きおろしネームやアンケートなども掲載。

726.1 MU ピノ:PINO 村上 たかし 著 双葉社
世界で初のシンギュラリティに到達したAIを搭載した、量産型人型ロボットのピ
ノ。ある貧民街で認知症のおばあさんの介護をしていたピノにコンピューターウイ
ルスが侵入し…。『漫画アクション』連載を単行本化。

755.3 KI 起源がわかる宝石大全
諏訪 恭一 著　門馬 綱
一 著　西本 昌司 著
宮脇 律郎 著

ナツメ社
人類と宝石の出合い、その多様性、鉱物データまで約200種の宝石を、豊富な写
真と詳細な解説で紹介する。2022年2月?6月開催の国立科学博物館「特別展 宝
石」で展示される宝石・鉱物を多数収録。

796 TA すごすぎる将棋の世界 高橋 茂雄 著 マイナビ出版
棋士のすごさ、注目の棋士、将棋史に残るエピソード、AI対棋士、しょうぎ飯…。
あらゆる角度から、サバンナ高橋が将棋の魅力を語り尽くす。渡辺明名人とのス
ペシャル対談も収録。



809.2 SA 質問力　話し上手はここがちがう 齋藤 孝 著 筑摩書房

話し上手な人というのは、ネタのおもしろさや話し方のうまさもあるが、質問がう
まくて相手からおもしろい話が引き出せる、という面を必ずもっている。逆に質問
がうまければ、自分に実力がなくても優れた人から情報が引き出せる。話す内
容をおもしろくするのは難しいが、質問は鍛えれば誰でもうまくなる、すなわち技
化できるものなのだ。谷川俊太郎、河合隼雄、村上龍、黒柳徹子、ダニエル・キ
イスなどの対話名人から学ぶ技。

814.4 NI にゃんこ四字熟語辞典 西川 清史 著 飛鳥新社
春風駘蕩、一心不乱、変幻自在、一笑千金、十人十色、無念無想…。世界中か
ら集めたにゃんこたちに、四字熟語でツッコミ入れてみました! ほっこりしながら、
ちょっとだけ賢くなれる、四字熟語辞典。

908.7 TO ものの見方が変わる座右の寓話 戸田 智弘 [著]
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

「北風と太陽」「人間万事塞翁が馬」「キツネとブドウ」…。イソップ物語から中国
古典まで、古今東西語り継がれる寓話や逸話、笑い話、昔話などを取り上げ、そ
の教訓について解説する。仕事や人生に効くお話が満載。

910.2 IN
もしも紫式部が大企業のOLだったなら　大鏡
篇

井上 ミノル 著 創元社
スキャンダルあり、怨霊あり、パンデミックあり…!? 藤原氏の栄華を中心に書か
れた、平安後期の歴史物語「大鏡」。その雅な世界を現代に置き換えて描くお笑
いマンガ読本。

911.1 HI 短歌の時間 東 直子 編著 春陽堂書店
鳥、窓、恋人、袋、ロボット、宇宙、スポーツなど、様々な言葉を「題」にした「題
詠」と、その言葉から連想される世界を描いた「テーマ詠」を掲載。エッセイや短
歌についてのコラムも収録。『公募ガイド』連載を加筆し書籍化。

911.3 KA 角川俳句大歳時記　夏
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。夏は、立夏より立秋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。

911.6 OZ 私語と 尾崎 世界観 著 河出書房新社
メジャーデビュー10周年を迎えた「クリープハイプ」尾崎世界観の初歌詞集。イン
ディーズ時代から「夜にしがみついて、朝で溶かして」までの中から、「言葉」を中
心に厳選した75曲の歌詞を収録。帯などに書き下ろし作品。

913.6 AK ヴァイオレット・エヴァーガーデン外伝 暁佳奈 京都アニメーション
京都アニメーション大賞初の大賞受賞作品『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』
から、6つの新規エピソードを収録した外伝

913.6 AK
ヴァイオレット・エヴァーガーデン : エバー・ア
フター

暁佳奈 京都アニメーション 『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』シリーズ 感動の最終巻！

913.6 AO
アンドロイドの恋なんて、おとぎ話みたいって
あなたは笑う?

青谷 真未 [著] ポプラ社
義肢のリハビリ専門病院の事務スタッフとして働く佐藤真白は、ある研究機関か
ら送り込まれたアンドロイドだ。事故で左腕を失った青年・響とのふれあいの中
で、真白の中で処理しきれない感覚が生まれ始めて…。

913.6 AO 稲荷書店きつね堂　[5]　ヨモギたちの明日 蒼月 海里 著 角川春樹事務所
「稲荷書店きつね堂」の店主のお爺さんが、ある事件をきっかけに倒れてしま
い、生死の境を彷徨うことに! 大切なお爺さんを助けようとヨモギは自らを犠牲に
して、黄泉の世界へと向かうが…。シリーズ最終巻。

913.6 AO 早朝始発の殺風景 青崎 有吾 著 集英社
青春は、気まずさでできた密室だ。始発の電車で、放課後のファミレスで、観覧
車のゴンドラの中で。不器用な高校生達の関係が、小さな謎と会話を通じて、少
しずつ変わってゆき…。短編5編を収録。WOWOW連続ドラマの原作。

913.6 AO
稲荷書店きつね堂　番外編　アヤカシと賢者
の宴

蒼月 海里 著 角川春樹事務所
神田明神のお膝元にある小さな本屋さん「稲荷書店きつね堂」。いつしか常連さ
んがつき、書店は繁盛してきていた。そんな中、アヤカシをはじめ、賢者や魔神、
天使までもが登場し…。ほっこり書店員の物語、番外編。

913.6 AO 稲荷書店きつね堂　[1] 蒼月 海里 著 角川春樹事務所
神田の一角にある「稲荷書店きつね堂」。対の白狐像がお店の様子を見守って
いる。店主のお爺さんは白狐像を「ヨモギ」「カシワ」と名付けて可愛がっていた。
ある日、お爺さんが倒れてしまい、助けを呼びたいヨモギだが…。

913.6 AO 稲荷書店きつね堂　[2]　犬神書店員来たる 蒼月 海里 著 角川春樹事務所
神田明神のお膝元にある「稲荷書店きつね堂」。店主のお爺さんが倒れてしま
い、白狐像のヨモギは、稲荷神の力を借りて人間の姿になり、きつね堂の手伝い
を始めた。そんな時、お爺さんが1匹の犬を連れて帰って来て…。

913.6 AO 稲荷書店きつね堂　[3]　神田の面影巡り 蒼月 海里 著 角川春樹事務所
神田明神のお膝元にある「稲荷書店きつね堂」。白狐像の化身であるヨモギと犬
神の千牧が店番をしていると、雑誌記者の兎内さんと鶴見さんが取材のため
やってきた。だが、霊感の強い鶴見さんはヨモギの存在に疑問を抱き始め…。

913.6 AO
稲荷書店きつね堂　[4]　アヤカシたちの奮闘
記

蒼月 海里 著 角川春樹事務所
「稲荷書店きつね堂」のPR動画撮影のため、神田明神へ向かった白狐像の化身
ヨモギたち。電子空間を移動できる電霊のテラはスマホの中に入り、ヨモギたち
に動画作成の方法を教えていたが、そのスマホが川に落ちてしまい…。

913.6 CH 死神と天使の円舞曲 知念 実希人 著 光文社
黒猫のクロは、自殺しようとする料理人に出会う。婚約者に拒絶された上その彼
女を喪い、彼は絶望の淵にいた。一方、ゴールデンレトリバーのレオもまた、新
たな「未練」を解決しようと動きだし…。「死神」シリーズ第3弾。

913.6 GA 学園ミステリー
恩田 陸 著　米澤 穂信
著　青崎 有吾 著

汐文社
学校には友情もあれば対立もあり、愛も生じれば憎しみも湧き、そして事件が起
こる-。学園をテーマにしたミステリー・アンソロジー。恩田陸「水晶の夜、翡翠の
朝」をはじめ、厳選したショートストーリー全3編を収録。

913.6 HA 星守る犬　小説
村上 たかし 原作　原田
マハ 著

双葉社
仕事も、家も、家族までも失った男が、南にある生まれ故郷を目指して旅に出
た。その旅のパートナーとして男が選んだのは、愛犬のハッピー。1人と1匹の旅
の結末は…。同名コミックのノベライズ。

913.6 HI ふしぎ駄菓子屋銭天堂　17 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-。「断捨離だんご」「おおらか落花生」など、駄菓子屋
「銭天堂」を舞台にした不思議なお話全7編を収録。

913.6 IG 六法推理 五十嵐 律人 著 KADOKAWA
大学で無料の法律相談所を運営する古城。リベンジポルノ、毒親問題、カンニン
グ騒動…。法曹一家に育った法律マシーン古城と、自称助手の戸賀が5つの難
事件に挑む。『小説野性時代』掲載に書き下ろしを加えて書籍化。

913.6 IK 異界のミステリー
山白 朝子 著　近藤 史
恵 著　皆川 博子 著
竹本 健治 著

汐文社
日常の世界にひっそりと寄り添う存在に気づいたとき、あなたの現実が揺らぎだ
す-。異界をテーマにしたミステリー・アンソロジー。山白朝子「世界で一番、みじ
かい小説」など、厳選したショートストーリー全4編を収録。

913.6 IM 幸村を討て 今村 翔吾 著 中央公論新社
何年にもわたる真田父子の企みを読めず翻弄される諸将。徳川家康、織田有楽
斎、伊達政宗、ついには昌幸の長男信之までもが叫ぶ。「幸村を討て!」と…。エ
ンターテインメント巨篇。『読売新聞オンライン』連載を加筆し書籍化。

913.6 IN この恋は、とどかない いぬじゅん 著 集英社
恋なんてしないと思っていた高2の陽菜。同じく恋に興味がないという和馬から頼
まれ、「ウソ恋人」になる。次第に陽菜は和馬に惹かれていくが、その矢先、高校
の廃校が決まってしまう。しかも、和馬のある秘密を知って…!?



913.6 KA 青の呪い　心霊探偵八雲 神永 学 [著] 講談社
共感覚をもつ琢海は、“青い”声をした少女・真希と呪われた絵を調べることに。
その矢先、美術室で先生が殺害される。真希に関する秘密を抱えた琢海の前
に、孤高のクラスメート・斉藤八雲が現れ-。

913.6 KA 心霊探偵八雲Short Stories 神永 学 [著] KADOKAWA
?を吐くと呪われるという伝説を持つ<いつわりの樹>のその後が明かされる「約
束の樹」、あの怪盗探偵との共闘が見られる「邂逅」、晴香との出会いを八雲視
点から描いた「あの日の君」など全13篇を収録。電子書籍を文庫化。

913.6 KA 心霊探偵八雲　11　魂の代償 神永 学 [著] KADOKAWA
八雲の宿敵・七瀬美雪の手により、晴香が拉致されてしまう。居場所を探す鍵
は、4つの心霊現象のどこかに隠されているというのだが…。迫るタイムリミット
の中、八雲は重大な決断を迫られる。「脳内映像」ミステリー第11弾。

913.6 KE ワカレ花 けんご 著 双葉社
通学の電車で、気の立った白猫に遭遇した高校生の遙。戸惑う彼女を助けたの
は男子高校生。毎朝見かける彼を振り向かせようと、遙が取った行動とは…。
「始業式」など全8編を収録した、2つのストーリーで紡がれる恋愛短編集。

913.6 KO 蟹工船・党生活者　改版 小林 多喜二 著 新潮社

海軍の保護のもとオホーツク海で操業する蟹工船は、乗員たちに過酷な労働を
強いて暴利を貪っていた。“国策"の名によってすべての人権を剥奪された未組
織労働者のストライキを扱い、帝国主義日本の一断面を抉る「蟹工船」。近代的
軍需工場の計画的な争議を、地下生活者としての体験を通して描いた「党生活
者」。29歳の若さで虐殺された著者の、日本プロレタリア文学を代表する名作2
編。

913.6 KO 恋 小池 真理子 著 早川書房

972年冬。全国を震撼させた浅間山荘事件の蔭で、一人の女が引き起こした発
砲事件。当時学生だった布美子は、大学助教授・片瀬と妻の雛子との奔放な結
びつきに惹かれ、倒錯した関係に陥っていく。が、一人の青年の出現によって生
じた軋みが三人の微妙な均衡に悲劇をもたらした…。全編を覆う官能と虚無感。
その奥底に漂う静謐な熱情を綴り、小池文学の頂点を極めた直木賞受賞作。

913.6 KO 捜し物屋まやま　[1] 木原 音瀬 著 集英社
放火で家が全焼した三井は、“捜し物屋”を営む間山和樹に助けられる。彼の知
り合いの弁護士の力も借りて、生活を立て直す三井だったが…。『小説すばる』
『web集英社文庫』掲載に書き下ろしを加えて加筆・修正。

913.6 KO 捜し物屋まやま　2 木原 音瀬 著 集英社
自宅の心霊現象に悩む編集者の松崎は、“霊感”を使って捜し物屋を営む担当
作家の間山和樹とその弟・白雄に相談して無事引っ越す。だが再び怪異が。外
国人女性の幽霊が部屋にいるらしく、成仏させようと奔走すると…。

913.6 MA 鴨川ホルモー 万城目 学 [著] KADOKAWA
このごろ都にはやるもの、勧誘、貧乏、一目ぼれ--謎の部活動「ホルモー」に誘
われるイカキョー学生たちの恋と成長を描く超級エンタテインメント!!

913.6 MA 宙ごはん 町田 そのこ 著 小学館
育ての母と産みの母。ふたりの母親に育てられた宙は、産みの母親と暮らすこと
になるが…。ごはんを作って食べることを通して成長していく姿を描く。『WEBきら
ら』連載に書き下ろしを加えて書籍化。

913.6 MI 新編風の又三郎　改版 宮沢 賢治 著 新潮社
多くの人々を魅了しつづける宮沢賢治童話の世界から、自然の息づきの中で生
きる小動物や子供たちの微妙な心の動きを活写する作品を中心に紹介。表題
作ほか、「やまなし」「二十六夜」「祭の晩」など計16編を収録。

913.6 MI
夢をかなえるゾウ　0　ガネーシャと夢を食べる
バク

水野 敬也 著 文響社
「「夢」がないやて? ほな「夢の見つけ方」教えたろか」 主人公を「宇宙一の偉人
に育てる」とガネーシャは宣言したが、そもそも彼にはかなえたい夢がなくて…。
ガネーシャの生い立ちも明かされる、夢ゾウシリーズの原点。

913.6 MO
5分後に意外な結末Q　パズルにも青春にも答
えはある

桃戸 ハル 著　伊月 咲
著　usi 絵

学研プラス
5分程度の時間で読めて、ラストにはあっと驚く意外な恋の結末が! パズルの答
えと小説の結末が融合した連作短編集。「「多数決」について考える」「「心変わ
り」について考える」など全19編を収録する。

913.6 MO
5分後に意外な結末Q　正解より素敵なパズル
の解き方

桃戸 ハル 著　伊月 咲
著　usi 絵

学研プラス
5分程度の時間で読めて、ラストにはあっと驚く意外な結末が! パズルの答えと小
説の結末が融合した連作短編集。「「ライバル」について考える」「「絵画消失事
件」について考える」など全18編を収録する。

913.6 NA コーリング・ユー 永原 皓 著 集英社
遙か遠くの海からやって来た仔シャチのセブン。愛情深く、他の動物とコミュニ
ケーションできる能力があるセブンは、人間たちから託されたミッションを成し遂
げることができるのか-。種を超えた愛と絆を描くネオファンタジー。

913.6 NA
あしたへの翼　おばあちゃんを介護したわたし
の春

中島 信子 著 汐文社
2020年4月、小学6年生になった理夢。でも、コロナで学校が休校になり、勉強も
できず、友達にも会えない。その上、家では寝たきりの祖母の世話をして…。社
会問題となっている「ヤングケアラー」を子どもの視点から描く。

913.6 NA レモンタルト 長野 まゆみ [著] 講談社
若くして逝った姉。遺された義兄と弟の私。一軒家でのふたり暮らし。会社での
秘密の業務。奇妙な事件の数々…。もどかしい恋の行方と日常にひそむ不思議
を軽やかに描く、ミステリアスでスウィートな連作短編集。

913.6 NA 謎解きミステリー
有栖川 有栖 著　綾辻
行人 著　道尾 秀介 著

汐文社
事件解決のための手がかりは、すべてフェアに配置されている。あなたはこの謎
を解けるか-。「本格ミステリー」を収めたアンソロジー。有栖川有栖「赤い稲妻」
をはじめ、厳選したショートストーリー全3編を収録。

913.6 NA 涙と笑いのミステリー
宮部 みゆき 著　光原
百合 著　阿津川 辰海
著

汐文社
全ての謎が解けたとき。きっとあなたは涙を流す-。読む人の感情を揺さぶるミス
テリー・アンソロジー。宮部みゆき「サボテンの花」など、厳選したショートストー
リー全3編を収録。

913.6 NA 図書室のはこぶね 名取 佐和子 著 実業之日本社
10年前に貸し出されたままだったケストナーの「飛ぶ教室」が、野亜高図書室に
戻ってきた。体育祭を控え校内が沸き立つなか、1冊の本に秘められたドラマが
動き出す。この世界が愛おしくなる瑞々しい青春小説。

913.6 NA
もうひとつのMONSTER　The investigative
report

ヴェルナー・ヴェーバー
共著　浦沢 直樹 共著
長崎 尚志 [作]訳

小学館
1995年から2002年にかけて「ビッグコミックオリジナル」誌上で連載され大反響を
よんだ『MONSTER』に関するノンフィクション「風」読みものである。

913.6 NE 泣き虫先生 ねじめ 正一 著 新日本出版社
感動屋の「泣き虫先生」と少年野球チームの監督「チビカン」、バッテリーを組む
卓也と清田。揺れ動く少年の心、迷い戸惑う大人の心。市井の人々の心の機微
をていねいに描く。『しんぶん赤旗』連載を加筆・修正し単行本化。

913.6 SA ソノリティ　はじまりのうた 佐藤 いつ子 著 KADOKAWA
吹奏楽部というだけで、合唱コンクールの指揮者を任されてしまった早紀。内気
な彼女は、個性的なクラスメイトとの関わりを通じて自分を解き放っていくが、本
番直前にアクシデントが…。中学生たちの成長をみずみずしく描く。

913.6 SA アオハルの空と、ひとりぼっちの私たち 櫻 いいよ 著 集英社
笑顔の裏に孤独を抱えていた高1の奈苗は、とある事情でクラスメイト5人だけで
3日間、授業を受けることに!? いやで仕方なかったのに気づけばその時間が大
切なものになっていて-。5人のひとりぼっちたちの青春物語。



913.6 SH 後宮の烏　6 白川 紺子 著 集英社
前王朝の血を引く証である、寿雪の銀髪が衆目にさらされた。しかも寿雪の魂は
何処かへと去り、その肉体に宿っているのは“烏”。寿雪の魂を呼び戻すために
は、肉親の存在が必要だという情報がもたらされるが…?

913.6 SH 明日、世界(キミ)が消える前に 霜月 りつ [著] ポプラ社
あの世とこの世の狭間“死整庁”の職員の“担い手”コンビのもとに、事故に遭っ
た女子高生・あき奈がやって来て…。そこは、天国ひとつ前。迷い込んできた
人々に与えられる試練を描く連作短編集。電子書籍を改題し、加筆修正。

913.6 SO 卒業　桜舞う春に、また君と
汐見 夏衛 著　丸井 と
まと 著　河野 美姫 著
水葉 直人 著

スターツ出版
卒業式を前になぜか大切な友達と一緒に過ごせなくなった女子高生、亡くなった
彼との叶わぬ再会の約束を守ろうと待ち合わせ場所を訪れる女性…。作家4人
が「卒業」をテーマに忘れたくない一瞬を紡いだ短編集。

913.6 TA 博士の長靴 瀧羽 麻子 著 ポプラ社
天気を変えることはできない。あるがままを受け入れるしかない-。天気の研究に
生涯をささげた藤巻博士。博士一家・四世代の歴史と、時代ごとに変化する家族
の在り方を綴った連作短編小説。『asta*』他連載に加筆修正。

913.6 TO 7.5グラムの奇跡 砥上 裕將 著 講談社
北見眼科医院の面接を受けた野宮恭一は、おおらかな院長のもと視能訓練士と
して働き始め…。働き学びながら「見える」ことの大切さを実感し成長する青年の
姿を描く。『メフィスト』掲載に書き下ろしを加えて単行本化。

913.6 US くるまの娘 宇佐見 りん 著 河出書房新社
車で祖母の葬儀に向かう、17歳のかんこと家族。思い出の景色や車中泊の密な
る空気が、家族のままならなさの根源にあるものを引きずりだしていき…。『文
藝』掲載を単行本化。

913.6 YO 朝焼けのペンギン・カフェ 横田 アサヒ [著] KADOKAWA
迷子の犬を職場の動物病院に連れて行き、院長から大目玉を食らい落ち込む
綾乃。昼休憩に、ダンディな声で話しかけてくる不思議なペンギンのカフェへ迷い
込んでしまい…? 奇跡が?がるハートフル連作ストーリー。

913.6 YU レゾンデートルの祈り 楪一志 著
ドワンゴ、KADOKAWA
(発売)

安楽死が合法化された未来の日本。人命幇助者<アシスター>の眞白は、死に救
いを求める人々と正面から向き合い…。誰もが抱える暗闇に寄り添い、人生に
希望の光を照らす物語。『カクヨム』掲載を加筆修正し単行本化。

916 HA 救命センター カンファレンス・ノート 浜辺 祐一 著 集英社
急増する収容要請と高齢化する患者たち。災害派遣医療チーム(DMAT)の出場
要請、緊迫する新型コロナ対応など、多様化する救命救急の最前線を現役医師
が描く。『青春と読書』連載を加筆・修正。

929.3 LH 路上の陽光
ラシャムジャ 著　星 泉
訳

書肆侃侃房
チベット文学を牽引する作家の代表作を含む日本オリジナル短編集。10歳の少
年が放牧の手伝いをしながら成長していく姿を描く「西の空のひとつ星」、日本を
舞台にした「遙かなるサクラジマ」など、全8作品を収録。

933.6 ME 白鯨　上
メルヴィル 作　八木 敏
雄 訳

岩波書店

「モービィ・ディック」と呼ばれる巨大な白い鯨をめぐって繰り広げられる、メルヴィ
ル(一八一九‐一八九一)の最高傑作。海洋冒険小説の枠組みに納まりきらない
法外なスケールと独自のスタイルを誇る、象徴性に満ちた「知的ごった煮」。新
訳。

933.6 ME 白鯨　中
メルヴィル 作　八木 敏
雄 訳

岩波書店

“モービィ・ディック”との遭遇を前にして、エイハブ船長ひきいるピークオッド号の
航海はつづく。ほかの捕鯨船との“出あい”を織りまぜながら、鯨と捕鯨に関する
“百科全書的”な博識が、倦むことなく、衒学的なまでに次から次へと開陳されて
いく。

933.6 ME 白鯨　下
メルヴィル 作　八木 敏
雄 訳

岩波書店

「モービィ・ディックだ!」―エイハブ船長の高揚した叫び声がとどろきわたった。執
拗に追い続けてきたあの白い巨大な鯨が、ついに姿を現わしたのだ。恐るべき
海獣との壮絶な「死闘劇」がいよいよ始まる。アメリカ文学が誇る叙事詩的巨
編、堂々の完結。

949.6 IB 人形の家　三幕　改版
イプセン [著]　矢崎 源
九郎 訳

新潮社
小鳥のように愛され、平和な生活を送っている弁護士の妻ノラには秘密があっ
た。夫が病気の時、父親の署名を偽造して借金をしたのだ。秘密を知った夫はノ
ラをののしり…。近代劇確立の礎石といわれる社会劇の傑作。

973 CA 13枚のピンぼけ写真
キアラ・カルミナーティ
作　関口 英子 訳　古山
拓 絵

岩波書店
第一次世界大戦時の北イタリア。男たちが戦場へ行ったあと、母とはぐれたイオ
ランダは、妹とともに旅を重ね、思いがけない人々と出会い…。13歳の少女が、
自分の手で生きる力をつかみとっていく感動の物語。


