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081.6 KO 近藤誠一全集　2　対談2 近藤 誠一
写真文化首都「写真の
町」東川町

近藤誠一・元文化庁長官の「日本人」を探る知への旅

162 SH 宗教対立がわかると「世界史」がかわる 島田 裕巳 著 晶文社
ロシアによるウクライナ侵攻の背景、宗教とテロの関係史、急激にイスラム化が
進む欧州で起きていること…。「宗教対立」を入口に、新たな世界史の見方を提
示する。

210.4 HO 鎌倉殿と13人の合議制 本郷 和人 著 河出書房新社
源頼朝亡き後、頼家の代に導入された「13人の合議制」とは何だったのか。頼朝
以前にさかのぼって鎌倉幕府の本質を明らかにしながら、武士政権というそれま
でにない権力体とその激動について解説する。

210.7 JI 事典太平洋戦争と子どもたち
浅井 春夫 編　川満 彰 編　平
井 美津子 編　本庄 豊 編　水
野 喜代志 編

吉川弘文館
太平洋戦争はどのように推進され、戦争によって子どもたちの暮らしは、いかに
変質・劣化していったのか。政治・政策、法律・制度、教育システム、沖縄におけ
る戦争体験、子どもの生活実態などに即して解説する。

293.3 IG イギリスの心地いい暮らし小さな愉しみ smile editors 編 学研プラス
お茶の時間を楽しみ、ガーデニングに精を出す。太陽の光を求めて、果てしなく
広い公園で憩い、パブで仲間と語り合う…。イギリス暮らしに精通した12人が、イ
ギリスで見つけた365の“小さな愉しみ”を紹介する。

316.8 YA 外国人差別の現場
安田 浩一 著　安田 菜
津紀 著

朝日新聞出版
病死・餓死・自殺が相次ぐ入管での過酷な実態、劣悪な労働環境に苦しむ技能
実習生、ネット上にあふれる偏見と陰謀、嘲笑に満ちた視線…。無知と無理解が
もたらす“ヘイト”と、憎悪の標的とされる外国人政策の惨状に迫る。

320.9 MO 模範六法　2022
判例六法編修委員会
編

三省堂
判例六法の決定版。実務・研究・学習に至便・必須の法令等410件を収録。重要
法令には判例要旨を条文ごとに掲載する。カッコ書きをアミ掛け表示し、民法(物
権・相続)は改正前規定も併載。不動産登記法等の重要改正に対応。

320.9 RO 六法全書　令和4年版1　公法 刑事法 条約
佐伯 仁志 編集代表
大村 敦志 編集代表

有斐閣
法律専門家のみならず国民にとって必要な法令を広汎に収録した総合法令集。
デジタル社会形成基本法、特定患者郵便投票特例法などを新収録。全国裁判
所管轄区域表、各種手数料等一覧表も掲載。

320.9 RO
六法全書　令和4年版2　民事法 社会法 産業
法

佐伯 仁志 編集代表
大村 敦志 編集代表

有斐閣 法律専門家のみならず国民にとって必要な法令を広汎に収録した総合法令集。

327.8 SH 少年のための少年法入門
山下 敏雅 監修　牧田
史 監修　西野 優花 監
修

旬報社
「人を殺してしまったら、僕は死刑になりますか?」 2022年4月に施行される改正
少年法。少年事件のストーリーを読み進めながら、その考え方としくみを知ること
ができる入門書。少年法Q&Aや少年法全文も収録。

369.2 AR 障害者ってだれのこと? 荒井 裕樹 著 平凡社
「障害者」とはだれのことか。「障害」とはなにか。わかるようでわからない問題
を、いろいろなアプローチでそもそも論から考える。障害者差別についても取り上
げ詳しく解説する。

440.4 CH 小さな星の本 渡部 潤一 監修 星雲社(発売)
春の北斗七星、夏のはくちょう座、秋のカシオペヤ座、冬のオリオン座…。美しい
星空写真とともに、四季折々の星座と星座の話、世界各地の星空絶景、星にま
つわる美術や文学を紹介する。

451.6 MU 新・雲のカタログ
村井 昭夫 文と写真
鵜山 義晃 文と写真

草思社
世界気象機関(WMO)によって約100種類に分類された雲をすべて網羅し、写真と
学術的名称を紹介。雲観察にすぐ役立つ基本的な知識やワザも解説する。「レ
ア度ランク」付き。2017年改訂のWMOの分類に準拠。

491.3 HA 運動脳
アンデシュ・ハンセン 著
御舩 由美子 訳

サンマーク出版
脳は頭を働かせようとするより、身体を動かすことでこそ威力を発揮する器官。
「歩く・走る」で、学力、集中力、記憶力、意欲、創造性、すべてがアップする。運
動が脳におよぼす絶大な効果を紹介し、その理由を解説する。

498.6 TA 命のクルーズ 高梨 ゆき子 著 講談社
豪華客船ダイヤモンド・プリンセス号から下船した乗客が新型コロナウイルス感
染症を発症した。連日、乗客・乗員数十人の感染が判明。医師たちは感染と隣
あわせで困難なミッションにあたる-。生と死の極限ノンフィクション。

726.1 SU ちはやふる　49 末次 由紀 著 講談社

名人・クイーン戦第5試合。頂点を求める強者たちが、最後の一勝を懸けて燃え
ている。その火傷をするほどの熱とは対照的に、それぞれが、音に、相手に、自
分に、そして自分とかかわったすべての人に、静かに向き合う時間でもあった。
かるたの神様は、どんなかたちをしているんだろう。千早は、新は、手を伸ばした
札の向こうにその姿を見るか。お願い　だれも息をしないで―――。青春かるた
漫画の金字塔、クライマックス！

810.4 SA なぜ日本語はなくなってはいけないのか 齋藤 孝 著 草思社
日本語も努力しなければ守れないと知ってほしい-。長年、日本語教育に心血を
注いできた著者が、満を持して世に問う「日本語論」。日本語が置かれた現状に
警鐘を鳴らすとともに、見事な日本語の実例を豊富に挙げながら論じる。

837.7 BA ピーター・パン
ジェームス・マシュー・
バリー 著　Nina Wegner
[改作]

IBCパブリッシング

ウェンディと弟２人の元にピーター・パンという少年が現れた。ピーターはいつま
でも子供のままでいられるネバーランドという国に住んでいるという。そこには、
親とはぐれた子供たち、妖精、人魚、インディアン、そしてフック率いる海賊一味
もいた。ネバーランドへ到着したウェンディ姉弟を待ち受けるものは……。そし
て、家で待つ両親のもとに戻ることができるだろうか。

913.6 AI invert　2　覗き窓の死角 相沢 沙呼 著 講談社
嵐の山荘に潜む若き犯罪者と、翡翠をアリバイ証人に仕立て上げる写真家。翡
翠は犯人たちが仕掛けた巧妙なトリックに挑むが…。TVドラマの原作。『小説現
代』掲載に書き下ろしを加え書籍化。

913.6 EN 稔と仔犬 青いお城 遠藤 周作 著 河出書房新社
暗く貧しき日々に光を与えてくれた1匹の仔犬。少年に迫りくる残酷な運命の足
音…。「沈黙」の原点とも言える「稔と仔犬」と『りぼん』連載の「青いお城」、遠藤
周作の若き日に執筆された知られざる貴重な童話2作を収録。

913.6 HI ふしぎ駄菓子屋銭天堂　18 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-。「妖刀糖」「景気ケーキ」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。
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913.6 HO きまぐれロボット　改版 星 新一 [著] KADOKAWA
お金持ちのエヌ氏は、博士が最も優秀と自慢するロボットを買入れた。オールマ
イティのロボットだが、時々あばれたり逃げたりする。ひどいロボットを買わされ
たと怒ったエヌ氏は博士に文句を言ったが……。

913.6 IG エフィラは泳ぎ出せない 五十嵐 大 [著] 東京創元社
東京でフリーライターとして働く小野寺衛は、知的障害のある兄が自殺したという
報せを受ける。7年ぶりに故郷の地を踏んだ衛は、兄の死の真相を探るため関
わりの深かった人物に話を聞いていく。そして慟哭の真実が明らかに-。

913.6 IK ハヤブサ消防団 池井戸 潤 著 集英社
亡き父の故郷である「ハヤブサ地区」に移り住んだミステリ作家の三馬太郎。地
元の人の誘いで消防団入りした太郎を、連続放火事件が待ち受けていた。のど
かな集落に隠された真実とは…。『小説すばる』連載を加筆し単行本化。

913.6 KU パンに書かれた言葉 朽木 祥 作 小学館
2011年の震災後、母の生まれ育ったイタリアへ旅だった少女、光。そこで、今ま
で考えたこともなかった真実を知ることになり…。戦争を乗り越えて生きてきた
人々の“希望”を描く、ヒロシマとイタリアをつなぐ物語。

913.6 NA レッドゾーン 夏川 草介 著 小学館
日進義信は内科医として長野県信濃山病院に勤めていた。院長の南郷は横浜
港に停泊中のクルーズ船内の新型コロナ患者の受け入れを決めるが…。全3話
収録。コロナ禍の最前線に立つ現役医師が綴る勇気の物語。「臨床の砦」続編。

913.6 NI 予測不能ショートストーリーズ　文化祭編
にかいどう 青 著　タダ
ノ なつ 絵

講談社
文化祭×青春=予測不能!? 好きな子を誘おうと気合の入った文化祭当日の朝、
起きたら猫耳が生えていた「猫耳宙返り難易度Q」など、10分で読める12の青春
ストーリーを収録。

913.6 NI 予測不能ショートストーリーズ　部活動編
にかいどう 青 著　タダ
ノ なつ 絵

講談社
部活×青春=予測不能!? 運命の人を探すべく「赤い糸」を見えるようにした科学
部のアリス。自分の赤い糸が大嫌いなヤツと結ばれていて…。「運命切断ミッ
ション 科学部」など、10分で読める10の青春ストーリーを収録。

913.6 SA 犬を盗む 佐藤 青南 著 実業之日本社
高級住宅地で老女が殺された。部屋には、犬を飼っていた痕跡が。一方、雑誌
記者の鶴崎は、あるスクープのためコンビニでバイトを始めるが、同じコンビニで
働く松本が突然犬を飼い始め…。『アップルブックス』配信を加筆修正。

913.6 SH セカンドチャンス 篠田 節子 著 講談社
長い介護の末、母親を見送った麻里、51歳。婚期も逃し、この先は坂を下ってい
くだけと思っていた。そんなある日、親友のひと言で一念発起した麻里は、水泳
教室に通いはじめ…。『小説現代』掲載を単行本化。

913.6 SH 梟の城　改版 司馬 遼太郎 著 新潮社
信長、秀吉……権力者たちの陰で、凄絶な死闘を展開する二人の忍者の生きざ
まを通して、かげろうの如き彼らの実像を活写した長編。

913.6 TA ビルマの竪琴　改版 竹山 道雄 著 新潮社
ビルマの戦線で英軍の捕虜になった日本軍の兵隊たちにもやがて帰る日がき
た。が、ただひとり帰らぬ兵士があった。なぜか彼は、無言のうちに思い出の竪
琴をとりあげ、“はにゅうの宿”の伴奏をはげしくかき鳴らし…。

913.6 TO N/A 年森 瑛 著 文藝春秋
松井まどか、高校2年生。うみちゃんと付き合って3か月。体重計の目盛りはしば
らく、40を超えていない-。優しさと気遣いの定型句に苛立ち、肉体から言葉を絞
り出そうともがく魂を描く。『文學界』掲載を単行本化。

913.6 YO 恋愛問題は止まらない 吉野 万理子 作 小学館
みんなの憧れの野球部エースが丸刈りなんて、絶対に許せない! 理由は、恋愛
がらみらしい。恋の行方は、どうなるのか? それぞれの思いが一人称で語られる
リレー小説。『朝日中高生新聞』連載を大幅に加筆して書籍化。

913.6 YU #真相をお話しします 結城 真一郎 著 新潮社
家庭教師の仲介営業マンをする大学生、マッチングアプリに勤しむ中年男、精子
提供を始めた夫婦…。でも、何かがおかしい。緻密で大胆な構成と容赦ない「ど
んでん返し」の新感覚ミステリ短篇集。『小説新潮』掲載を書籍化。

929.1 IM 夢を売る百貨店
イ ミイェ 著　鈴木 沙織
訳

文響社
「彼」は歌手になるのが夢だった。芽が出ないまま29歳を迎え、焦った彼はひら
めきを求めて夢百貨店を訪れるが…。数々の夢を取り揃えている不思議な<ドル
グート夢百貨店>の9つの物語。


