
書名 著者名 出版社 内容紹介

013.1 SH 司書の一日
WILLこども知育研究所
編著

保育社
暮らしを支える仕事で活躍する人の中から司書を取り上げ、その一日を写真で
紹介。司書になるためのルートや、学校、働き方、収入などを解説する。インタ
ビューも掲載。

031 GE 現代用語の基礎知識学習版　2022-2023
現代用語検定協会 監
修

自由国民社
子どもから大人まで利用できる、「学習」を目的とする現代用語集。現代社会を
理解するために欠かせない基礎知識を、政治・経済、国際情勢、情報・社会、環
境・科学、文化・スポーツの分野ごとに厳選し、コンパクトに解説する。

104 IK 言葉を生きる　考えるってどういうこと? 池田 晶子 著 筑摩書房
言葉はどうして伝わるんだろう! その驚きが、君の力になる-。「14歳からの哲学」
の著者・池田晶子が、「心はどこに」「私とは何か」「言葉の力」などについて考察
する。「考える」ヒントが満載の本。

159.7 AM 生きのびるための「失敗」入門 雨宮 処凛 著 河出書房新社
失敗ばかりでも弱いままでも生きてます-。作家、元ひきこもり、ロボット研究者、
探検家、臨床心理士、オタク女子、元野宿のおじさんたちなどに聞いた、「失敗」
や「弱さ」と生きていくためのヒント。

159.7 MO
悩んでなんぼの青春よ　頭がいいとはどういう
こと?

森 毅 著 筑摩書房
迷って考え、うろうろすることで、自分自身が広がっていく。「頭がいいとはどうい
うこと?」「自分らしく生きるとは?」といった悩みを取り上げ、稀代の数学者が探究
に誘う。次に読んでほしい本も紹介する。

210.04 OK 目でみる日本史
岡部 敬史 文　山出 高
士 写真

東京書籍
中大兄皇子は大和三山で、源頼朝はしとどの窟で、石田三成は笹尾山で、どん
な風景を見ていたのか。古代から近現代まで、歴史上の「あの人」が見た風景34
カ所を、周辺雑学とともに写真で紹介する。

210.1 SA 再現イラストでよみがえる日本史の現場 朝日新聞出版 編 朝日新聞出版
水稲農耕の様子、遣唐使船、モンゴル襲来、秀吉の大坂城、江戸の湯屋、箱館
開港、大阪万博…。古代から令和まで、日本の歴史を臨場感あふれる再現イラ
ストを用いて解説する。『新発見!日本の歴史』連載を一冊にまとめたもの。

210.4 GO 頼朝と義時　武家政権の誕生 呉座 勇一 著 講談社
中国や朝鮮半島の王朝は文官優位であったのに、日本ではなぜ武士優位の社
会が生まれたのか。朝廷と交渉しつつ、したたかに武士の権利を拡大していっ
た、源頼朝と北条義時の軌跡を描き出す。

215.4 YA 浜松歴史のとびら
山崎 章成著，中日新聞
東海本社報道部編集

中日新聞社
「妙恩寺に隠れた家康」「二宮金次郎」「浜松の三大産業」「日本初の普通選挙」
「高野谷の狐」…。歴史をキーワードに浜松の魅力を紹介。浜松の歴史を学ぶ
“とびら”を開けるきっかけを提供する。『中日新聞』連載を単行本化。

238.07 SH 図説ソ連の歴史　増補改訂版 下斗米 伸夫 著 河出書房新社
ソ連とは、共産党とは何だったのか。超大国は、なぜ崩壊したのか。革命、粛
清、大祖国戦争、冷戦、クーデター…。74年にわたる激動の歴史を、多くの図版
とともに辿る。

302.3 HO フィンランド幸せのメソッド 堀内 都喜子 著 集英社
2018年から5年連続で「幸福度ランキング世界一」を達成したフィンランド。子育
て支援や教育など、立場を問わず全ての国民が平等に、そして幸福に暮らすこ
とを可能にする、驚きの仕組みの全貌を紹介する。

320 ON
法は君のためにある　みんなとうまく生きるに
は?

小貫 篤 著 筑摩書房
電車の遅れは遅刻の言い訳にならない? ボールで自転車が壊れたらだれの責
任? 具体的な場面を取り上げ、法やルールの基本的な価値や考え方を解説す
る。筑波大学附属駒場中・高等学校の授業を書籍化。

326.4 HI 死刑について 平野 啓一郎 著 岩波書店
死刑を存置することで、社会は何を失うのか-。「生」と「死」をめぐり真摯に創作
を続けてきた小説家が、自身の体験を交え根源から問う。2019年開催の大阪弁
護士会主催の講演をもとに書籍化。

451.8 MI 気候変動　何がおこる?何ができる?

アンドレア・ミノリオ 文
ラウラ・ファネッリ 絵
関口 英子 訳　江守 正
多 日本語版監修

大月書店
温暖化がこのまま進むと世界はどうなる? 気候変動をはじめ、地球の持続可能
性をおびやかす様々な現象をわかりやすく解説。温暖化を食い止め、持続可能
な世界をつくるためにできることを提案する。

481.7 KO
動物行動学者、モモンガに怒られる　身近な
野生動物たちとの共存を全力で考えた!

小林 朋道 著 山と溪谷社
目をあけて眠るアカネズミ、公衆トイレをつくるタヌキ…。9種類の野生動物の生
息環境や、それに適応した彼らの習性を、著者との係わりも交えて紹介し、動物
行動学からの「野生動物たちとの共存」の在り方について考察する。

491.3 TA
生命知能と人工知能　AI時代の脳の使い方・
育て方

高橋 宏知 著 講談社
ますます進化したAI(人工知能)が社会に実装される時代。最新の知見をもとに、
脳(生命知能)と人工知能を対比しながら、脳の動作原理を考察し、その使い方と
育て方を考える。豊かで幸せな生活を送るためのヒントが満載。

491.7 AO ウイルスって何だろう　どこから来るのか? 青野 由利 著 筑摩書房
生物でも無生物でもない、フシギな存在、ウイルス。ウイルスの全般的な知識か
ら、新型コロナウイルスの特徴と新型ウイルスの由来、ウイルスと人類の闘いま
でを解説し、感染症と社会の関わりについて考察する。

493.7 HA ストレス脳
アンデシュ・ハンセン 著
久山 葉子 訳

新潮社
これほど快適に暮らせるようになったのに、なぜ多くの人が精神的な不調を訴え
ているのだろうか? 「スマホ脳」の著者が最新研究をもとに心と脳の仕組みを明
らかにし、「ストレス」と付き合うための「脳の処方箋」を伝授する。

493.9 FU 「自己肯定感」を高めて自分を大切にしよう 古荘 純一 著 PHP研究所
ものの見方、気の持ち方、行動、ひいてはまわりの人や未来にも影響する自己
肯定感について解説。10代の悩みに答えつつ、自己肯定感が低くてうまくいかな
いときの対処法を紹介する。セルフチェックリストあり。

498.5 SH 知っておきたい栄養学　最新改訂版 白鳥 早奈英 監修 学研プラス
家庭で役立つ栄養の知識を、大きな文字で写真・図とともにわかりやすく解説す
る。「日本食品標準成分表2020年版(8訂)」「日本人の食事摂取基準2020年版」
に対応。無料電子版を閲覧できる袋綴じのパスワード付き。

502.1 SA
世界が驚く日本のすごい科学と技術　日本人
なら知っておきたい

左巻 健男 編著　青野
裕幸 [ほか]著

笠間書院
漆、たたら製鉄、全身麻酔、からくり、ブラウン管、瞬間油熱乾燥法、リチウムイ
オン電池、青色LED、iPS細胞…。世界を動かした日本の科学と技術の粋を、時
代の流れに沿って紹介する。

517.2 SA
調べてわかる!日本の川　1　一級河川ってど
んな川?

佐久間 博 編著 汐文社
日本の川を写真やイラストとともに紹介。1は、一級河川を取り上げ、一級河川と
はなにかや、その歴史や治水、生活や産業とのかかわりなどを解説する。

517.2 SA
調べてわかる!日本の川　2　いのちと暮らしを
守るために

佐久間 博 編著 汐文社
日本の川を写真やイラストとともに紹介。2は、洪水などの水害をもたらす川の脅
威をいかに鎮め、どうコントロールするか、いのちと暮らしを守る治水の歴史とと
もに、先人たちの成し遂げた偉業と水防の知識を解説する。
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517.2 SA
調べてわかる!日本の川　3　地域社会とのか
かわり

佐久間 博 編著 汐文社
日本の川を写真やイラストとともに紹介。3は、農業用水・工業用水・生活用水、
漁業、水源地域対策といった川と地域社会とのかかわりと、持続可能な社会と
河川への取り組みに関連するSDGsについて解説する。

519 SH
SDGsな生活のヒント　あなたの物の使い方が
地球を救う

タラ・シャイン 著　武井
摩利 訳

創元社
日常生活で使う100以上の品物を取り上げ、どのような使い方をすれば地球に
負荷をかけずに生活できるかを解説する。持続可能な生活をするためのヒント、
環境問題に関する各国の取り組みも紹介。

611.3 KO 食品ロスはなぜ減らないの? 小林 富雄 著 岩波書店
食品ロスはどうしたら減らせるのか? その問題点と課題を明らかにし、解決に向
けての国内外の食糧事情やフードバンク等を始めとする取り組み、さらには地域
や学校、個人でできる様々な活動を紹介する。

783.7 OT
大谷翔平から学ぶ成功メソッド　好きと得意で
夢をかなえる

児玉 光雄 著 河出書房新社
「不可能」を「可能」に変えてしまう大谷翔平。彼は、何を重視し、どんな習慣を堅
持してきたのか? パフォーマンスを上げ、自己実現を果たすための最強の方法
論を解説する。チェックシートあり。

911.1 KO 短歌部、ただいま部員募集中!
小島 なお 著　千葉 聡
著

岩波書店
短歌はとても小さな詩形ですが、よく読むと新たな発見を与えてくれたり、気持ち
を楽にしてくれたりします。心を揺さぶる、とっておきの短歌と、短歌の作り方を、
2人の歌人が紹介します。

913.6 AO ナゾトキ・ジパング 青柳 碧人 著 小学館
「ミョーデス。武士がイノチを絶つときは、腹を切るときいてイマス」 東京で富士登
山、茶室で入浴、スコップですき焼き!? 留学生ケビンが日本文化への愛と知識
で事件に挑む! 『STORY BOX』連載に加筆し書籍化。

913.6 BR 両手にトカレフ ブレイディみかこ 著 ポプラ社
14歳のミアは、学校では自分の重い現実を誰にも話せなかった。けれど、同級
生のウィルにラップのリリックを書いてほしいと頼まれたことで、「世界」が少しず
つ変わり始めて…。『asta*』他連載を加筆修正。

913.6 HA こいごころ 畠中 恵 著 新潮社
若だんなにまた会いたい。最後に心の底からそれだけを願っていた-。永遠の命
を持つはずの妖にとっての最期とは…。「しゃばけ」シリーズ第21弾。『小説新
潮』掲載を単行本化。

913.6 HI 森をひらいて 雛倉 さりえ 著 新潮社
外界から隔絶された学園で寮生活を送る少女たち。「森を作る」という遊びが流
行するなか、揺は1人だけ森を作ることができない。激化する戦争の影が学園に
も忍び寄り…。少女たちの密やかな闘いと連帯を描いた鮮烈な青春小説。

913.6 IN この恋が、かなうなら いぬじゅん 著 集英社
進路、恋、友情、すべてがうまくいかない梨沙は、静岡の高校に2カ月間、交換
留学することに。屈託なく笑う航汰と出会い、梨沙の気持ちは癒されていく。けれ
ど、恋心に気づいた時にはタイムリミットがせまっていて…。

913.6 IN
今夜、きみの声が聴こえる　[2]　あの夏を忘
れない

いぬじゅん 著 スターツ出版
幼馴染の奏太に告白できずにいた高2の咲希。そんな中、奏太が事故で亡くなっ
てしまう。彼の死を受け止められず苦しむ咲希が導かれるように古いラジオをつ
けると、奏太の声が聴こえ、事故が起きる前に時間が巻き戻っていて…。

913.6 KA 空をこえて七星のかなた 加納 朋子 著 集英社
「南の島へ行くぞ」というパパの言葉で石垣島へ旅することに。でもあまり気が進
まなくて…。「南の十字に会いに行く」をはじめ、星を愛し、星に導かれた人々が
紡ぐ7つのミステリー。『小説すばる』掲載に加筆修正し単行本化。

913.6 KA マイスモールランド 川和田 恵真 著 講談社
幼い頃から日本で育ち、埼玉の高校に通うクルド人の少女サーリャ。バイト先で
東京の高校生・聡太と出会い、少しずつ心を通わせるが、突然在留資格を失っ
たサーリャの家族は就労を禁じられ…。同名映画の監督が自ら小説化。

913.6 MA うつくしが丘の不幸の家 町田 そのこ 著 東京創元社
三階建て一軒家を購入。これから暮らすこの家は夢と幸せの象徴だった。ここが
「不幸の家」と知るまでは-。「不幸の家」でしあわせについて考える5つの家族を
描く連作小説。

913.6 MI 名もなき子 水野 梓 著 ポプラ社
高齢者施設で不審死が相次ぐ中、「何も生み出さない高齢者は社会悪」と書か
れた犯行声明が官邸とマスコミに届く。事件の奥には、この国の抱える深い闇が
広がっていて…。人が人として生きることの意味を問う社会派ミステリ。

913.6 MU 星屑 村山 由佳 著 幻冬舎
田舎者のミチル、サラブレッドの真由、少女たちをスターダムに押し上げようとす
る女性マネージャー。必死にもがく少女たちと、大人たちの様々な思惑が織りな
す、スター誕生物語を描く。『宮崎日日新聞』など掲載を加筆修正。

913.6 NA 棘の家 中山 七里 著 KADOKAWA
小6の娘がイジメを苦に飛び降り自殺を図った。加害者への復讐を誓う母親。中
学教師の父親を責める息子。崩壊する家庭を守るため、父親は学校と闘うことを
決意する…。『小説野性時代』連載を書籍化。

913.6 NA Wの悲劇　改版 夏樹 静子 [著]
角川グループパブリッ
シング(発売)

製薬会社会長の別荘に一族が集まった正月、悲劇の幕は切って落とされた。会
長が姪孫に刺殺されたのだ。彼らは外部犯に見せかけようとするが、その偽装
工作を警察に暴露しようとする人物が現われ、事件は意外な方向へ…。

913.6 SA 孤蝶の城 桜木 紫乃 新潮社
秀男はモロッコで手術を受け、日本で初めて「女の体」を手に入れるが、やがて
追い詰められていき…。自己と闘う思春期を描いた「緋の河」に続き、世間と闘う
激動期を活写する。『小説新潮』連載を書籍化。

913.6 SE 掬えば手には 瀬尾 まいこ 著 講談社
中学3年のときに、人の心を読めるという特殊な能力に気づいた大学生の匠。と
ころが、バイト先で出会った常盤さんは、匠に心を開いてくれなくて…。「幸福な
食卓」「そして、バトンは渡された」に連なる、究極に優しい物語。

913.6 SH 破戒　改版 島崎 藤村 著 新潮社

明治後期、部落出身の教員瀬川丑松は父親から身分を隠せと堅く戒められてい
たにもかかわらず、同じ宿命を持つ解放運動家、猪子蓮太郎の壮烈な死に心を
動かされ、ついに父の戒めを破ってしまう。その結果偽善にみちた社会は丑松を
追放し、彼はテキサスをさして旅立つ。

913.6 SU 腹を割ったら血が出るだけさ 住野 よる 双葉社
本心を閉じ込めながら毎日を過ごす茜寧の前に現れたのは、小説に登場する<
あい>にそっくりな人物だった-。“愛されたい”に囚われた女子高生、他者の失敗
を探し求める少年…。それぞれの踏み出す一歩が響き合う青春群像劇。

913.6 TS 化物園 恒川 光太郎 著 中央公論新社
空き巣の羽矢子が侵入した家の猫に引っかかれ、逃げた先で奇妙な老人に出
会う「猫どろぼう猫」のほか、檻の中の醜悪な動物たちの歪んだ欲望を描いた全
7篇を収録する。『BOC』等掲載に書き下ろし1編を加え書籍化。

913.6 YA 十二歳 椰月 美智子 講談社文庫

おとなになるってムズカシイ。私も「何かになれる」んだろうか。第42回講談社児
童文学新人賞受賞作。鈴木さえは小学6年生。ポートボールが大好きで友だちも
いっぱいいる楽しい毎日だったはずなのに、突然何かがずれ始めた。頭と身体
がちぐはぐで何だか自分が自分でないみたいな気がする。こんな私でも大人に
なったら、みんなが言うように「何かになれる」んだろうか?

929.1 KI ファンタスティックガール
キム ヘジョン 著　清水
知佐子 訳

小学館
17歳の美少女オ・イェスルは、ある日10年後にタイムスリップし、27歳の自分に
出会う。しかし、夢に描いた自分とはかけ離れた、情けない姿になっていて…。
NETFLIX配信韓国ドラマ原作。



933.7 CO
ア・テイル・オブ・マジック　1　魔法ものがたり
上

クリス・コルファー 著
田内 志文 訳

平凡社
魔法は罪、女の子が学ぶのも本を読むのも罪。そんな世界で突然魔力に目覚め
た14歳の少女ブリスタルは、囚人になり、ピンチに陥るが…。サバイバル・ファン
タジー。「ザ・ランド・オブ・ストーリーズ」シリーズの過去の物語。

933.7 CO
ア・テイル・オブ・マジック　2　魔法ものがたり
下

クリス・コルファー 著
田内 志文 訳

平凡社
魔法アカデミーでの授業ははじまったが、アカデミーに届くあやしい手紙と、ある
日とつぜんあらわれた謎の4人。マダム・ウェザーベリーの様子もおかしくて…。
「ザ・ランド・オブ・ストーリーズ」シリーズの過去の物語。


