
書名 著者名 出版社 内容紹介

031 GE 現代用語の基礎知識　2023 自由国民社 編集 自由国民社
政治・経済、世界情勢、科学・医療、情報・社会などのジャンル別に知っておきた
い現代用語を解説する。ロシアによるウクライナ侵攻とこれからの世界、2022年
のキーパーソン等を特集するほか、ニュースのおさらいも掲載。

031.5 GI ギネス世界記録　2023
クレイグ・グレンディ 編
[大木 哲 ほか訳]

KADOKAWA(発売)
宇宙と世界一周の旅をはじめ、地球上の生物、人体、並外れた偉業、エンターテ
インメント、スポーツなど、あらゆるジャンルのギネス世界記録を網羅。日本版オ
リジナルページ、日本各地の記録も収録する。

130.2 PE フランスの高校生が学んでいる10人の哲学者
シャルル・ペパン 著
永田 千奈 訳

草思社
理想主義者・プラトン、現実主義者・アリストテレス、革命的哲学者・カント、過激
な思想家・フロイト…。フランスの人気哲学者が、ギリシャ時代から近代までの西
欧哲学者10人をコンパクトかつ通史的に紹介する。

140.4 MU 生きる意味って何だ? 村上 祐介 著 創元社
人は何のために生きる? そもそも人生に意味なんてない? 人生に関する根本的
な問い=ビッグ・クエスチョンズをめぐる心理学の学術研究の膨大な知見を参照
しながら、より良く生きていくための視点を探る。

141.5 HA やらかした時にどうするか 畑村 洋太郎 著 筑摩書房
どんなに注意しても、どれほどたくさん知識を備えても、完全に防ぐことができな
い「失敗」。失敗を怖れることなく果敢にチャレンジできるよう、失敗の原因を分析
し、それを糧にする方法を紹介する。

209 YA
一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科
書　宗教編

山崎 圭一 著 SBクリエイティブ
公立高校教師YouTuberの“年号を使わない”歴史入門書シリーズ第5弾。キリス
ト教、マニ教、イスラーム、神道など、13の宗教の誕生から現在までのストーリー
を紹介し、歴史を揺るがした戦争や事件の真相を解説する。

210.4 IS 一冊でわかる鎌倉時代 大石 学 監修 河出書房新社
鎌倉時代とはいったいどんな時代だったのか? 140年以上の朝廷(公家)と幕府
(武家)の二元権力の実態とは? 初の武家政権の歩みを、同時代の世界情勢も
含め、図表やイラストを交えてわかりやすく解説する。

210.4 IS 一冊でわかる室町時代 大石 学 監修 河出書房新社
室町時代とはいったいどんな時代だったのか? 戦乱続く南北朝時代を経て、「室
町殿」の治世、そして怒濤の戦国時代へ。室町時代の歩みを同時代の世界情勢
も含め、図表やイラストを交えてわかりやすく解説する。

210.5 IS 一冊でわかる江戸時代 大石 学 監修 河出書房新社
江戸時代とはいったいどんな時代だったのか? 現代日本の礎を築いた15人の将
軍と稀有な人材たちの政治とは? 家康から慶喜までの徳川政権の歩みを、同時
代の世界情勢も含め、図表やイラストを交えてわかりやすく解説する。

219.9 IM
いまこそ知りたい!沖縄が歩んだ道　1　琉球・
沖縄の歴史

新城 俊昭 監修 汐文社
2022年、日本復帰50年を迎える沖縄。その歴史・文化や問題をくわしく紹介す
る。1は、沖縄人のルーツから琉球王国の誕生、アジア太平洋戦争と沖縄、アメ
リカ統治時代、沖縄返還、日本復帰後の沖縄までを解説。

219.9 IM
いまこそ知りたい!沖縄が歩んだ道　2　沖縄に
残る戦争遺跡と米軍基地

新城 俊昭 監修 汐文社
2022年、日本復帰50年を迎える沖縄。その歴史・文化や問題をくわしく紹介す
る。2は、戦争中の陣地や司令部、防空壕の跡、被害を受けた公共施設、慰霊
碑、祈念碑といった沖縄の戦争遺跡と米軍基地について解説する。

219.9 IM
いまこそ知りたい!沖縄が歩んだ道　3　世界遺
産になった沖縄の文化と自然

新城 俊昭 監修 汐文社
2022年、日本復帰50年を迎える沖縄。その歴史・文化や問題をくわしく紹介す
る。3は、世界遺産、伝統芸能と音楽など、かつて日本とは別の国「琉球王国」で
あった沖縄独自の文化と豊かな自然について解説する。

234.07 AD アウシュヴィッツのお針子
ルーシー・アドリントン
著　宇丹 貴代実 訳

河出書房新社
ナチス幹部家族らの服を仕立てることで、地獄を生き延びたユダヤ人女性たち
がいた。彼女たちは針と糸、そして強い友情の絆で抵抗し、逃亡の計画まで立て
ていて…。絶滅収容所のファッションサロンをめぐる衝撃の記録。

238.9 IS 一冊でわかる北欧史
村井 誠人 監修　大溪
太郎 監修

河出書房新社
ヴァイキング、カルマル連合、中立政策、北欧会議…。北欧5カ国の歴史を、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?」「北欧
の偉人」も掲載。

239.5 IS 一冊でわかるギリシャ史
長谷川 岳男 監修　村
田 奈々子 監修

河出書房新社
エーゲ文明、民主政治、古代オリンピック、正教会、キプロス問題…。ギリシャの
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?」「ギリシャの偉人」も掲載。

262 SE 一冊でわかるブラジル史 関 眞興 著 河出書房新社
トルデシリャス条約、パウ・ブラジルの木、イピランガの叫び…。ブラジルの歴史
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?」
「ブラジルの偉人」も掲載。

268.04 SH 古代インカ・アンデス不可思議大全 芝崎 みゆき 著 草思社
古代文明界の重鎮「インカ文明」と、そのもとである古代アンデス文明の歴史の
舞台におもむき、実際に見て触れた体験を、熱量たっぷりのイラスト&エッセイで
愉しく紹介。「アンデス・マチュピチュへっぽこ紀行」も同時刊行。

275 SH イースター島不可思議大全 芝崎 みゆき 著 草思社
時間も次元も宇宙空間も飛び越えた驚異の光景! イースター島を訪れた著者
が、島の伝説やモアイにまつわるいろいろなど、イースター島に関わる神話・歴
史・文化・人間を、イラスト&エッセイで楽しく紹介する。

281.04 SH 歴史をこじらせた女たち 篠 綾子 著 文藝春秋
持統天皇、北条政子、日野富子、淀殿…。もし彼女たちがいなかったら、歴史は
どうなっていたのか? 古代のロイヤルプリンセスから幕末の姫君まで、33人の
「歴史こじらせ女子」を紹介する。

289.1 KI 北里柴三郎 海堂 尊 著 筑摩書房
コレラ、ペストなど獰猛な感染症が襲った明治日本。国民の健康維持と社会の
衛生は近代化の重要テーマだった。日本の医学と医療の基盤を創った北里柴
三郎の全生涯を紹介する。北里柴三郎年譜なども収録。

291.01 UD 深掘り!日本の地名 宇田川 勝司 著 ベレ出版
「近江」を「おうみ」と読むのはなぜか。「県名」はどのように決められたのか。大
阪「なにわ」は漢字でどう書くか。日本人と地名のかかわりをはじめ、地名の由
来、地名の決め方、地名に使われている文字などについて解説する。

304 NI 日経大予測　2023　これからの日本の論点 日本経済新聞社 編
日経BPマーケティング
(発売)

第3次世界大戦は起こるか? 世界同時不況に突入するか? 日本と世界を取り巻
くさまざまな論点について、日経の編集委員、コメンテーターらが大胆な予測を
提示する。

319.8 ES SDGsで見る現代の戦争
伊勢崎 賢治 監修　関
正雄 SDGs監修

学研プラス
持続可能な未来のために、世界の戦争について考えよう。第二次世界大戦が終
わった1945年から2020年までに起こった主な戦争、紛争、内戦について、国連
がかかげるSDGs実現との関わりを紹介しながら、説明する。
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326.04 NA 刑法的思考のすすめ 仲道 祐樹 著 大和書房
有罪か無罪か? 刑法はギリギリの攻防が繰り広げられる、論理的かつクリエイ
ティブな思考戦。数多の思考戦の中から抽出された、ロジカルシンキングの結晶
である刑法的思考で論理的思考力を養う。

331 MA アメリカの高校生が学んでいる経済の教室
デーヴィッド・A.メイヤー
著　桜田 直美 訳

SBクリエイティブ
モノの値段はどう決まる? 需要・供給の関係は? 株式・債券ってどんなもの? 金
融市場ってどんな場所? 一生モノの経済の基礎知識を身近な例でわかりやすく
解説。「アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書」の姉妹編。

361 OK 社会学の名著50冊が1冊でざっと学べる 岡本 裕一朗 著 KADOKAWA
世の中を見抜く視点が身につく社会学の名著を厳選し、要点を図版を豊富に用
いてわかりやすく紹介。「自殺論」「社会学的想像力」「失敗の本質」など、古典の
名著から現代の注目作まで全50冊を取り上げる。

361.4 IS 「人それぞれ」がさみしい 石田 光規 著 筑摩書房
「人それぞれ」という言葉には、個々の違いを尊重する一方、相手に踏みこむの
を避けようとする側面がある。「人それぞれ」と言うことで、相手との距離を保とう
とする人間関係のありかたや社会に隠れた息苦しさなどを考察する。

361.8 HA ほんとうの多様性についての話をしよう サンドラ・ヘフェリン 著 旬報社
誤解と偏見だらけのニッポンの「多様性」。「複数の国にルーツを持つ当事者か
ら見る多様性」と「国のマジョリティが考える多様性」の隔たりに触れながら、ほ
んとうの多様な社会を目指す方法を考える。

366.2 ES
SDGsを実現する2030年の仕事未来図　1巻
人を守る・楽しくさせる仕事

SDGsを実現する2030
年の仕事未来図編集
委員会 著

文溪堂
2030年にSDGsの実現につながるどんな仕事が発展したり、生まれたりしている
のか、「仕事未来図」をビジュアルに紹介。1巻はSDGsのゴール1?6に関わる「人
を守る・楽しくさせる」先進的な仕事を取り上げる。

366.2 ES
SDGsを実現する2030年の仕事未来図　2巻
よりよい社会をつくる仕事

SDGsを実現する2030
年の仕事未来図編集
委員会 著

文溪堂
2030年にSDGsの実現につながるどんな仕事が発展したり、生まれたりしている
のか、「仕事未来図」をビジュアルに紹介。2巻はSDGsのゴール7?11に関わる
「よりよい社会をつくる」先進的な仕事を取り上げる。

366.2 ES
SDGsを実現する2030年の仕事未来図　3巻
地球環境を守る仕事

SDGsを実現する2030
年の仕事未来図編集
委員会 著

文溪堂
2030年にSDGsの実現につながるどんな仕事が発展したり、生まれたりしている
のか、「仕事未来図」をビジュアルに紹介。3巻はSDGsのゴール12?15に関わる
「地球環境を守る」先進的な仕事を取り上げる。

366.2 ES
SDGsを実現する2030年の仕事未来図　4巻
平和をつくる仕事、開発援助・協力を進める仕
事

SDGsを実現する2030
年の仕事未来図編集
委員会 著

文溪堂
2030年にSDGsの実現につながるどんな仕事が発展したり、生まれたりしている
のか、「仕事未来図」をビジュアルに紹介。4巻はSDGsのゴール16・17に関わる
「平和をつくる」などの先進的な仕事を取り上げる。

370 HI 学校はなぜ退屈でなぜ大切なのか 広田 照幸 著 筑摩書房
学校は本質的に退屈であるにもかかわらず、学校や教育は世界を広げてくれる
-。教育の目的から、学校の役割、道徳教育やAI社会まで、学校教育を広い視
野と多様な角度からとらえなおす。

372 KI 6カ国転校生ナージャの発見 キリーロバ・ナージャ 著 集英社(発売)
両親の転勤で世界6カ国(ロシア、日本、イギリス、フランス、アメリカ、カナダ)の
地元校で教育を受けた著者ナージャが、それぞれの国での体験&発見を紹介。
「ふつう」がひっくり返り、世界の見え方が変わる本。

375.1 SE 青春サプリ。
田中 夕子 文　青木 美
帆 文　日比野 恭三 文
菊地 高弘 文　他

ポプラ社
わたしの武器はレシーブだ! 女子バレー部のカヤは「レギュラーになって絶対に
優勝する」という強い気持ちでレシーブをつなぎ…。部活をテーマにした、純度
100%の青春ショート・ストーリーズ。

375.1 SE 青春サプリ。

青木 美帆 文　近江屋
一朗 文　日比野 恭三
文　田中 夕子 文　く
じょう 絵

ポプラ社
僕の頭の中には、いつも音楽が流れている-。父親の影響でジャズの魅力にとり
つかれた拓人は、ジャズバンド部に入りたくて、静岡から兵庫の高校を受験し
…。部活をテーマにした、純度100%の青春ショート・ストーリーズ。

375.1 SE 青春サプリ。

日比野 恭三 文　青木
美帆 文　オザワ部長
文　菊地 高弘 文　く
じょう 絵

ポプラ社
書道パフォーマンス甲子園で予選敗退が続く名門・愛媛県立三島高校書道部。
メンバー達がぶつかり合って成長していく姿を描いた「群青色の青春」をはじめ、
部活をテーマにした全5話の<実話>青春ショート・ストーリーを収録。

376.8 YA 未来が変わる勉強法 安田 祐輔 著 KADOKAWA
不登校・中退、ひきこもりから、学び直して大学を目指す方法を伝授。不登校か
ら大学に進学するメリット、学習計画の立て方、教材の選び方など、勉強を続け
るコツを解説。不登校の乗り越え方、その後の人生の生き方も紹介する。

378.2 SU ろう者と聴者の懸け橋に 鈴木 隆子 著 大月書店
言語学習の体系的メソッドによって、聴者には手話を教え、ろう者には手話で日
本語文法を指導する、その教授法を公開。ろう者に対する差別や偏見、手話の
世界の問題点にも言及する。

410 YO 数式図鑑 横山 明日希 著 講談社
ピタゴラスの定理、フィボナッチ数列などの初等数学から、オイラーの等式や
ニュートンの運動方程式、微積分、素数定理、リーマン予想まで。数式の美しさ、
すごさ、不思議さをわかりやすく解説する。

429.1 CH ATOM
ジャック・チャロナー 著
川村 康文 監修　二階
堂 行彦 訳

SBクリエイティブ
90種類を超え、それぞれ元素としての特性を持つ原子。原子の構造から元素の
起源、さまざまな反応や結合、「神の粒子」までを、美しいビジュアルとともにやさ
しく解説。生活に変化をもたらす技術への応用なども取り上げる。

451 SA なるほど天気と気象 佐藤 公俊 著 学研プラス
なぜ毎年、台風は発生するの? 梅雨前線の「前線」ってなに? なぜこんなに猛暑
になったの? 気象災害から身を守るには? 天気と気象の知識を、豊富なカラー図
版とともにわかりやすく解説する。クイズも収録。

452.2 UT しずおかの文化4　うつりゆく駿河湾 静岡県文化財団 企画 ことのは社

今川、武田、北条、徳川といった有力戦国大名がしのぎを削った戦国時代。
その歴史の舞台となった、駿河・遠江・伊豆の三国でくりひろげられた合戦の諸
相を、
最新の研究成果と膨大なデータから考察する。

482 MA はじめての動物地理学 増田 隆一 著 岩波書店
「どこにどんな動物が分布しているか」「動物は地球上をどのように移動してきた
のか」という疑問に答える動物地理学。クマやキツネなどを例に、それぞれの分
布と移動を捉えながら、その動物がなぜそこにいるのかを解き明かす。

486 FA 昆虫記すばらしきフンコロガシ
ジャン=アンリ・ファーブ
ル 作　奥本 大三郎 訳
ヨシタケ シンスケ 絵

理論社
昆虫の生態を辛抱強く観察し、その意味を考えたファーブル。ファーブルがフン
コロガシや狩りバチなどの昆虫や、学校に通っていたころの思い出などを綴った
5編を「昆虫記」からセレクト。

490.1 KU 人はどう死ぬのか 久坂部 羊 著 講談社
家族や自分の死が間近に迫ったとき、最良の方法を選び、亡くなったあとに悔い
を残さないようにするには、何を準備すればよいのか。在宅診療医として数々の
死を看取った小説家が、新しい「死に方」を綴る。

491.3 YU ウンコの教室 湯澤 規子 著 筑摩書房
汚くて恥ずかしいものとして嫌われがちなウンコですが、生産や消費と同じよう
に、人生には欠かせません。ウンコを取り上げ、未来や社会、環境、そして生き
ることについて考えます。

491.3 MO 「気の持ちよう」の脳科学 毛内 拡 著 筑摩書房
心の病は、心の弱さのせいではない。脳という臓器の疾患である。曖昧で実体
のなさそうな心を「脳科学」から捉え直し、心を生み出す脳のはたらきや、心を守
る心のはたらき、「気の持ちよう」と考えてしまうワケなどを解説する。



493.7 IZ なぜ生きる意味が感じられないのか 泉谷 閑示 著 笠間書院
毎日つまらない、なんか不安、何にも感動しない…。日々、若い人の声に耳を傾
ける精神科医が、現代人を悩ます空虚感について考え、真に人間らしい在り方
や粘り強い人間的思考の取り戻し方についてのメッセージを送る。

493.9 KA 感覚過敏の僕が感じる世界 加藤 路瑛 著 日本実業出版社
服は痛い。食べもののにおいは苦痛。街はうるさくて耐えられない。世界は刺激
が多すぎる-。「わがまま」として見過ごされやすい特有の感じ方について、感覚
過敏の16歳の高校生が実体験をまじえて伝える。

611.3 SH
食品ロス「もったいない」をみんなで考える　1
食品ロスについて学ぼう!

島本 美由紀 監修 あかね書房
お店や小売店だけでなく家庭からもまだ食べられる食品が多く廃棄され、「食品
ロス」として問題になっている。どうして食べものが捨てられているのか、どうして
食品ロスはよくないのかを解説する。

611.3 SH
食品ロス「もったいない」をみんなで考える　2
食品ロスをなくすには?

島本 美由紀 監修 あかね書房
お店や小売店だけでなく家庭からもまだ食べられる食品が多く廃棄され、「食品
ロス」として問題になっている。食品ロスをなくすために家でできることと、生産者
や企業がおこなっている取り組みを解説する。

611.3 SH
食品ロス「もったいない」をみんなで考える　3
ごみ置き場から見た食品ロス

滝沢 秀一 監修 あかね書房
お店や小売店だけでなく家庭からもまだ食べられる食品が多く廃棄され、「食品
ロス」として問題になっている。ごみ収集員の仕事をするお笑い芸人が、ごみ置
き場から焼却場の仕組み、学校での食品ロス削減の工夫まで解説する。

723.3 NA フェルメールとオランダ黄金時代 中野 京子 著 文藝春秋
フェルメールの風景画から感じる街の人々の息づかい。レンブラントの集団肖像
画が示す自警団の誇りと豊かさ…。フェルメールが生きた時代、人々は何に熱
狂し、どれほど心豊かに生きたかを、15のテーマで浮かび上がらせる。

726.1 AR アンサングシンデレラ　9
荒井 ママレ 著　富野
浩充 医療原案

コアミックス
イスラム教の女性患者が、日本の医療現場で感じた違和感を払拭するため、萬
津総合病院で特別女性チームが発足！ さらに薬学生が実習で薬剤部に訪れる
ものの、ある問題を抱えていて…。医療の未来を切り開く第9巻！

780.4 SU スポーツの仕事ってこんなにある
ベースボール・マガジン
社 編著

ベースボール・マガジン
社

プロサッカークラブの強化部に入った人、ハンドボール女子日本代表の通訳に
なった人、格闘家のカットマンになった人…。スポーツを陰で支える職人たちを紹
介する。動画を視聴できるQRコード付き。

783.4 MA 前だけを見る力 松本 光平 著 KADOKAWA
真のポジティブシンキングの持ち主、そのGRIT「やり抜く力」とは? ニュージーラ
ンドでの自主トレ中の事故で右目の視力を失ったプロサッカー選手・松本光平
が、18歳で海外に飛び出してからこれまでの歩みを語る。

816 TS 苦手から始める作文教室 津村 記久子 著 筑摩書房
作文は何を書いたらいいのだろう? 作文を書いたらいいことがある? 伝わる文
章ってどんなもの? 作文のテーマの立てかたや書くための準備、書き出しや見直
しの方法などを紹介する。若い人に手解く、心に効く作文教室。

837.8 VA 英語でお悔やみ申し上げます
ジェームス・M.バーダマ
ン 著

ベレ出版
日本人がアメリカで生活したり、アメリカ人と交流したりする中で、冠婚葬祭、イベ
ント、災害などの「非日常」の場面に直面した際に使える英語表現と、アメリカの
文化的背景を解説する。

901.3 WA 物語のカギ 渡辺祐真 スケザネ 著 笠間書院
読書という旅を豊かにするガイドブック。物語の基本的な仕組みから、もっと深く
読むための視点、自分の人生経験を投影してみる個人的な方法、能動的な読み
の工夫まで、物語をもっと味わえるようになる「カギ」を紹介する。

913.6 AB 楽園の烏 阿部 智里 著 文藝春秋
「どうしてこの山を売ってはならないのか分からない限り、売ってはいけない」 資
産家の養父から相続した山には、信じがたい秘密が隠されていた-。「弥栄の
烏」から約20年後の山内を描く。八咫烏シリーズ新章開幕!

913.6 AO はぐれんぼう 青山 七恵 著 講談社
クリーニング店で働く優子は、持ち主が長く引き取りに来ない衣服「はぐれんぼ
ちゃん」たちを自宅に持ち帰る。すると翌朝、それらが体全体を覆っていて…。不
可思議で切なく瑞々しい救済と癒しの物語。『群像』連載を単行本化。

913.6 AO 赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。 青柳 碧人 著 双葉社
7人の小人と暮らす白雪姫。鏡が映し出すものとは? 子豚が建てた3つの家。そ
の中で起きたこととは? 赤ずきんが推理の旅に出る、童話×ミステリの連作短編
第2弾。『小説推理』掲載に書き下ろしを加え書籍化。

913.6 AY かんむり 彩瀬 まる 著 幻冬舎
虎治と光は元同級生で、夫婦となり子供を持ち家族になった。時にはぶつかりな
がらも同じ方向を見て進んでいると思っていたが…。試行錯誤しながら日々を紡
いでいく、ある夫婦の物語。

913.6 GO 5分後に妖しい異世界のラスト エブリスタ 編 河出書房新社
魔女、悪魔、不老不死…。「王冠と毒薬」「千年の心臓」「外の世界へようこそ」な
ど、愛憎うずまくダークファンタジー小説8篇を収録。小説投稿サイト『エブリスタ』
掲載に加筆・修正して書籍化。

913.6 GO 5分後に最凶のラスト エブリスタ 編 河出書房新社
身も心も凍る最悪サイコホラー! 「家政婦が見た奇妙な夫婦」「死神は私にクロー
バーを渡す」「折り鶴」など、恐怖の短篇小説10作品を収録。小説投稿サイト『エ
ブリスタ』掲載に加筆・修正して書籍化。

913.6 GO 5分後に衝撃のどんでん返し エブリスタ 編 河出書房新社
こんなラスト、ありえない! 「最後のワンピース」「なまえは、まだ、ない。」「なにも
の」など、ラストに衝撃が待つ短篇小説11作品を収録。小説投稿サイト『エブリス
タ』掲載に加筆・修正して書籍化。

913.6 GO 5分後に大冒険なラスト エブリスタ 編 河出書房新社
未知との出会い、友情、手に汗にぎるバトル…いざ新たな世界へ! 「深山の王」
「魔王城の料理人」「少年と賢者の椅子」など、波乱に満ちた短編小説10作品を
収録。小説投稿サイト『エブリスタ』掲載に加筆・修正して書籍化。

913.6 GO 5分後に誰も死なない涙のラスト エブリスタ 編 河出書房新社
別れ、絆、友情、思い出…。「もしも最愛のあなたとの約束を守ったとしたら」「渡
せなかったプレゼント」など、心温まる感動の超短編小説9作を収録する。小説
投稿サイト『エブリスタ』掲載に加筆・修正して書籍化。

913.6 GO 5分後にときめくラスト エブリスタ 編 河出書房新社
誰かを想う、胸が高鳴る…。「この愛が消えてしまう前に」「きんいろのシャララ
ラ」「半透明マリッジ」など、切なさあふれる短篇小説8作品を収録。小説投稿サ
イト『エブリスタ』掲載に加筆・修正して書籍化。

913.6 GO 5分後に犯人に迫るラスト エブリスタ 編 河出書房新社
絶対に逃がさない! 「響かなかったトランペット」「壊れた傘は歌わない」「神様の
声」など、謎、疑惑、スリル満点のミステリー短篇小説9作品を収録。小説投稿サ
イト『エブリスタ』掲載に加筆・修正して書籍化。

913.6 GO 5分後に涙腺崩壊のラスト エブリスタ 編 河出書房新社
絶対泣けるラストが待ってる! 「元妻から宅配が届いた」「或る冬の事」「生存報
告、今日もわたしは生きてます」など、感動の短編小説10作品を収録。小説投稿
サイト『エブリスタ』掲載に加筆・修正して書籍化。

913.6 HA 新!店長がバカすぎて 早見 和真 [著] 角川春樹事務所
山本猛元店長が、3年ぶりに吉祥寺本店に店長として復帰した。張り切る店長だ
が、相変わらず、人を苛立たせる天才だ。しかし京子は、心の中で「お帰りなさ
い」とつぶやき…。『ランティエ』連載を加筆し書籍化。



913.6 IN 水底のスピカ 乾 ルカ 著 中央公論新社
北海道の高校に東京から転校生・美令がやってきた。完璧な彼女は些細なこと
からクラスで浮いた存在になる。クラスで孤高を演じる和奈。クラスカースト上位
の更紗。それぞれ秘密を抱える3人が向かう先に待つものは…。

913.6 IN 君がくれた物語は、いつか星空に輝く いぬじゅん 著 スターツ出版
家にも学校にも居場所がない高校生・悠花。ある日、お気に入りの恋愛小説の
ヒーロー・大雅が転入生として現実世界に現れる。突如、憧れの物語の主人公
となった悠花。大雅に会えたら、彼に恋をするはずだと思っていたけれど…。

913.6 IN いつかの冬、終わらない君へ いぬじゅん [著] ポプラ社
出版社で働く柚希には、小説家を目指していた高校時代からの親友・彩羽がい
た。だが彩羽は事故で亡くなり、柚希は心に深い傷を負ってしまう。そんなある
日、赤いパーカーを着た青年と出会い、柚希の運命は変わり…。

913.6 IN 君と見つけたあの日のif いぬじゅん 著 PHP研究所
元・人気子役で高校生の結菜。友達もおらず、オファーが減って両親も不仲に。
ある日劇団の座長から、ある家族の娘になってほしいと頼まれ…。レンタル家族
と過ごしたひと冬を描いた成長物語。文庫書き下ろし。

913.6 IN 北上症候群 いぬじゅん 著 実業之日本社
神戸に住む琴葉の会社が倒産。札幌にいる恋人に電話するが、なぜか歯切れ
が悪い。元カノの影が見え隠れし、悩んだ琴葉は衝動的に深夜特急に乗って、
彼に会いに行くが…。心揺さぶる結末が待つハートウォーミングストーリー。

913.6 IS 心心 石田 衣良 著 KADOKAWA
専門学校の声優科に入学した石森陽児は、上海から来たアニメ好きの少女・陽
心心と出会う。ひたむきに夢を追う彼女に惹かれる陽児が、ある日、帰宅する心
心のあとをつけると…。『小説野性時代』連載を加筆修正し単行本化。

913.6 IT まっとうな人生 絲山 秋子 著 河出書房新社
名古屋出身の「なごやん」と繰り広げた九州縦断の脱走劇から十数年後、富山
県でなごやんと偶然再会した「花ちゃん」。富山県を舞台に新たな冒険が幕を開
ける! 「逃亡くそたわけ」の続編。『文藝』掲載を単行本化。

913.6 KA デクリネゾン 金原 ひとみ 著 集英社(発売)
2度の離婚を経て、中学生の娘と2人で暮らすシングルマザーの小説家。最近付
き合い始めた大学生と一緒に暮らしたいと娘に告げるが…。恋愛する母たちの
孤独と不安と欲望を描いた長編小説。『HB』連載を単行本化。

913.6 KI 君色パレット
戸森 しるこ 著　ひこ・田
中 著　吉田 桃子 著
魚住 直子 著　佳奈 絵

岩崎書店
クラスの気になる同級生、いつもと何か違う家族、ノートに返事を書いてくれる誰
か、おしゃれなあの子。多様性をテーマに「ちょっと気になる人」を描いた、4つの
ショートストーリーを収録する。

913.6 KI 君色パレット

高田 由紀子 著　光用
千春 著　小手鞠 るい
著　いとう みく 著　佳奈
絵

岩崎書店
近所の同級生、昔からの幼馴染、お父さんの恋人、二人のお母さん。多様性を
テーマに「いつも側にいる人」を描いた、4つのショートストーリーを収録する。

913.6 KI 君色パレット

如月 かずさ 著　おおぎ
やなぎ ちか 著　朝比奈
あすか 著　佐藤 まどか
著

岩崎書店
YouTuber仲間、世界的ダンサー、顔も知らないネットの人たち、学校のとある有
名人。多様性をテーマに「SNSで?がる人」を描いた、4つのショートストーリーを収
録する。

913.6 KO 余命10年 小坂 流加 著 文芸社
20歳の茉莉は不治の病にたおれ、余命10年であることを知る。未来に対する諦
めから、死への恐怖は薄れ、淡々とした日々を過ごしていく。趣味に情熱を注
ぎ、恋はしないと心に決める茉莉だったが…。ラブストーリー。

913.6 KU 天方家女中のふしぎ暦 黒崎 リク 著 PHP研究所
昭和5年。次々と女中が辞めてしまう天方家で雇われた少女・結月。怪しい仕事
を手伝わされたり、大蝦蟇に話しかけられたり、奇怪な出来事に大忙し。しかし
天方家にはさらに大きな秘密が…。『エブリスタ』掲載を加筆し文庫化。

913.6 MA レッドクローバー まさき としか 著 幻冬舎
東京のバーベキュー場で起こったヒ素による大量殺傷事件。記者の勝木は、12
年前の灰戸町一家殺害事件の、ただ一人の生存者、赤井三葉を思いだす。あ
の日、薄汚れたゴミ屋敷で一体何があったのか。そして少女は今-。

913.6 MA キッズ・アー・オールライト 丸山 正樹 著 朝日新聞出版
ストリートに生きる日系ブラジル人の少年。介護に追い詰められるヤングケア
ラーの少女。不器用な、「見えない存在」である彼らを、今日も見守る大人たちが
いる…。『小説トリッパー』連載を書籍化。

913.6 MI いけない　2 道尾 秀介 著 文藝春秋
姿を消した姉のSNS裏アカウントを見つけた桃花は、明神の滝に向かい…。各
章の最終ページに挟まれた図像の意味が解った瞬間、物語の別の顔が見えてく
る、体験型ミステリー。『オール讀物』掲載に書き下ろしを加え単行本化。

913.6 MO 舞姫 森  外 著　井上 靖 訳 筑摩書房

今では「古典」となりつつある鴎外の名高い短篇小説『舞姫』を井上靖の名訳で
味わう。訳文のほか、原文・脚注・解説を付して若い読者でも無理なく読める工
夫を凝らした。また資料篇として、ベルリン留学時代の鴎外や「舞姫」エリスの謎
についてなど、作品の背景を探る代表的文献を紹介。読みごたえのある名作を
さらに深く味わえる一冊。

913.6 MU 昔話法廷　Season5

NHK Eテレ「昔話法廷」
制作班 編　森下 佳子
原作　イマセン 法律監
修

金の星社
鬼退治と称して鬼ケ島に上陸。鬼を襲撃し、財産をうばった桃太郎を死刑にする
か、しないか? 昔話の登場人物たちを現代の法律で裁く、NHK Eテレの「昔話法
廷」を書籍化。「桃太郎」の裁判を収録。

913.6 OK リバー 奥田 英朗 著 集英社
渡良瀬川の河川敷で相次いで女性の死体が発見される。10年前の未解決連続
殺人事件と酷似した手口が、街を凍らせていき…。同一犯か、模倣犯か? 人間
の業と情を抉る群像劇×犯罪小説。『小説すばる』連載を単行本化。

913.6 SA 首取物語 西條 奈加 著 徳間書店
少年が出会った首だけの男は、少年と同じく過去の記憶を無くしていた。侍だっ
たと言うこと以外は。ふたりは一緒に、様々な国でお互いの失った記憶を取り戻
していくが…。『読楽』連載に加筆修正し単行本化。

913.6 SE あこがれ 瀬戸内 寂聴 著 新潮社
姉への深い想いを綴る「はらから」。異国の船へ思いを馳せる「赤い靴」など、瀬
戸内寂聴がハアちゃんと呼ばれた子どもの頃の記憶を描く、17篇収録の珠玉の
作品集。『新潮』掲載を単行本化。

913.6 SH 花盛りの椅子 清水 裕貴 著 集英社
東日本大震災、伊勢湾台風、関東大震災、阪神淡路大震災…。「森野古家具
店」の職人見習い「鴻池さん」が、被災家具に秘められた当時の記憶に触れる、
感性ゆたかな連作短編。『小説すばる』掲載を単行本化。

913.6 SH 先祖探偵 新川 帆立 著 角川春樹事務所
風子は母と生き別れてから20年以上、野良猫のように暮らしてきた。風子が東
京の谷中銀座の路地裏でひらいている探偵事務所には、様々な先祖の調査依
頼が舞い込み…。『ランティエ』掲載に書き下ろしを加えて単行本化。

913.6 SH プリテンド・ファーザー 白岩 玄 著 集英社
シングルファーザーとして4歳の娘を育てる36歳の恭平。ある日、高校の同級
生・章吾と再会する。彼も1人で1歳半の息子を育てていた。互いの利害が一致し
たことから4人で暮らし始めるが…。『小説すばる』連載を加筆修正。



913.6 TA 吾輩は犬である 高見龍也
幻冬舎メディアコンサル
ティング、幻冬舎 (発
売)

好奇心旺盛で多趣味なご主人と明るい奥さん、すくすく育つ息子に囲まれた飼
い犬・マックス。「寝て、散歩して、食べて、また眠る」それだけと侮るなかれ。家
族の日常、そして奇妙な人間社会を犬の目から語るワンダフル・ストーリー。吾
輩のような犬だって「なぜ自分はこの世の中に生まれてきたんだろう?少しは誰
かのためにお役に立てただろうか?少しは人に笑顔を与えることができただろう
か」などと考えるのだから、人間だって少しは考えてもいいんじゃないだろう
か?(本文より)

913.6 TE 川のほとりに立つ者は 寺地 はるな 著 双葉社
2020年の夏。カフェの店長を務める29歳の清瀬は、恋人の松木とすれ違いが続
いていた。原因は彼の「隠し事」のせいだ。そんなある日、松木が怪我をして意
識を失い、病院に運ばれ…。『小説推理』連載を改題、加筆修正。

913.6 TS 君といた日の続き 辻堂 ゆめ 著 新潮社
リモートワークを言い訳に引きこもっていた僕は、雨上がりのある日、ずぶ濡れ
の女の子を拾った。タイムスリップしてきたらしい彼女は、僕の大切な人の命を
奪った事件に関係しているのか…? 『yomyom』掲載を書籍化。

913.6 UC 老害の人 内館 牧子 著 講談社
双六やカルタの製作販売会社の前社長・戸山福太郎は、娘婿に社長を譲ってか
らも現役に固執して出勤し、同じ手柄話をくり返す。彼の仲間も老害の人ばか
り。福太郎の娘・明代はある日、たまりかねて腹の中をぶちまけ…。

913.6 UT スクラッチ 歌代 朔 作 あかね書房
コロナ禍でバレーの「総体」が中止になった鈴音。出展するはずの「市郡展」の審
査がなくなった千暁。それでも出展作の「カラフルな運動部の群像」を描き続ける
千暁のキャンバスに、不注意から鈴音が墨を飛ばしてしまい…。

913.6 YA サブスクの子と呼ばれて 山田 悠介 著 河出書房新社
「ヒト」のサブスクサービスが普及した日本。児童養護施設で暮らす怜と仄花は、
違法な仕事を繰り返しながら、身を寄せ合って生きていた。ところが、高1の秋に
狂気と悲劇が訪れ…。

913.6 YA マスク越しのおはよう
山本 悦子 著　田中 海
帆 絵

講談社
小山さんにマスクの性能を疑われてから、マスクが気になってしょうがない。だい
たい、あたしと妹は3枚しかマスクを持っていない-。「ヒョウ柄マスクのプリンセ
ス」など、コロナ禍の子ども達の心をリアルを描いた5編を収録。

913.6 YO 流れる星をつかまえに 吉川 トリコ 著 ポプラ社
家族仲がしっくりいかず生き方に迷う主婦。ゲイであることに葛藤する男子高生
…。ままならない日常に悩み惑っても、動き出せば世界は変わる! 心に光をとも
す連作短編集。『asta*』『WEB asta*』掲載を書籍化。

913.6 YO 栞と?の季節 米澤 穂信 著 集英社
高校で図書委員をつとめる次郎と詩門は、ある日、図書室の返却本の中に、押
し花の栞を見つける。それは猛毒のトリカブトで、校舎裏で栽培されているのも
発見され…。『小説すばる』掲載を加筆修正。「本と鍵の季節」の続編。

913.7 SA 怪談牡丹燈籠・怪談乳房榎 三遊亭 円朝 [著] KADOKAWA
若い美男の浪人・新三郎のところへ、旗本の娘、お露と女中が毎夜通ってくる。
新三郎の家来同様の伴蔵が覗いてみると、彼が楽しげに語らうのは2人の「幽
霊」で…。落語の神様による怪談噺の最高傑作。「怪談乳房榎」も収録。

914.6 YA 地球、この複雑なる惑星に暮らすこと
ヤマザキ マリ 著　養老
孟司 著

文藝春秋
地球温暖化、生態系の変化、パンデミックの襲来。虫たちは地球の変化をとっく
に知っていた。人間はどこへ行くのか-。コロナ禍をまたぐ4年間、虫を愛するふ
たりが、縦横無尽に語り合った足もとからの文明論。

916 KI 元女子、現男子。 木本 奏太 著 KADOKAWA
母へのカミングアウト、性転換する前と後、「男」「女」とカテゴライズされることの
違和感…。女性として生まれ、25歳で性別変更をし、現在は男性として生活する
著者が、どうやって「自分らしさ」を見つけたのかを綴る。

929.1 CH 地球でハナだけ
チョン セラン 著　すん
み 訳

亜紀書房
夏休みにハナを置いてひとりでカナダへ行ってしまったキョンミン。そこに隕石落
下事故が起こり、音信不通に。心配をよそに帰国したキョンミンだが、どうも様子
がおかしい。ついには口から青いビームが…。SFラブストーリー。

929.1 IH 普通のノウル
イ ヒヨン 著　山岸 由佳
訳

評論社
母子家庭の17歳の少年ノウル。幸せになってほしいと願っていた母の恋人候補
として急浮上したのは、やっと就職が決まったばかりの親友の兄で…。少年が
“普通”を揺るがす出来事の中で次の季節へ歩き出すまでの物語。

933.6 HE 怪談
ラフカディオ・ハーン 著
南條 竹則 訳

光文社
「耳なし芳一の話」「むじな」「ろくろ首」「雪女」…。日本をこよなく愛したハーン
が、古来の文献や伝承をもとに流麗な文章で創作した怪奇短篇集。昆虫エッセ
イ「虫の研究」も収録。

933.6 HE 新編日本の怪談　1
ラフカディオ・ハーン
[著]　池田 雅之 編訳

KADOKAWA

「耳無し芳一」「ちんちん小袴」「ろくろ首」をはじめ、ハーンが愛した日本の怪談
42編を叙情あふれる新訳で紹介する。江戸時代に詠まれた狂歌を、ハーン自ら
が解説した貴重なエッセイ「妖怪のうた」も収載。ハーンによる再話文学の世界
を探求する決定版。

933.6 HE 新編日本の怪談　2
ラフカディオ・ハーン
[著]　池田 雅之 編訳

KADOKAWA
人間の心や魂、自然との共生をめぐる、ラフカディオ・ハーンの美意識と倫理観
に彩られた代表的な怪談を詩情豊かな訳で紹介。「食人鬼」「牡丹燈籠」「蓬?」
「私の守護天使」など、全37篇を収録する。

933.6 WI 幸せな王子
オスカー・ワイルド 作
金原 瑞人 訳　ヨシタケ
シンスケ 絵

理論社
詩、戯曲、小説、童話…。多岐にわたって名作を遺したオスカー・ワイルド。表題
作をはじめ「わがままな巨人」「アーサー・サヴィル卿の犯罪-義務とは」など、ユ
ニークな物語性のふくよかさが伝わる5編を収録。

933.7 CR レニーとマーゴで100歳
マリアンヌ・クローニン
著　村松 潔 訳

新潮社
英国の病院で終末期医療を受ける少女レニーは17歳。好奇心旺盛で老人向け
アートセラピーに潜り込み、83歳のマーゴと知り合う。ふたりは自分たちが生きた
証として、合わせて100年分の人生を絵に描いて残す計画を立て…。

933.7 HA グリマー・クリークの奇跡
ステイシー・ハックニー
作　渋谷 弘子 訳

評論社
グリマー・クリークでは毎年、町のだれかに「奇跡」が起きる。映画監督をめざす
ロージーは、そのなぞにせまる映画を撮りたいのだが…。少女が「奇跡」の意味
に気づくまでをえがく物語。物語に登場するお菓子のレシピも収録。

933.7 KI パン焼き魔法のモーナ、街を救う
T.キングフィッシャー 著
原島 文世 訳

早川書房
パン屋で働く14歳のモーナは、パンと焼き菓子限定のちょっとした魔法を使え
る。ある日、モーナは知らない女の子の死体を見つけてしまう。そのうえ、陰謀に
巻きこまれ、敵の軍勢が攻めてきたとき、魔法使いはモーナ一人で…。

933.7 LE サムデイ
デイヴィッド・レヴィサン
作　三辺 律子 訳

小峰書店
「A」とリアノン、2人はそれぞれの人生を歩み出したかに思えた。しかし、「A」との
邂逅を熱望する「X(プール牧師)」の企みにより、2人の人生の歯車が、再び大き
く動きはじめ…。究極のラブストーリー第2弾。

933.7 MO スノーマン

マイケル・モーパーゴ
作　レイモンド・ブリッグ
ズ 原作　ロビン・ショー
絵

評論社
レイモンド・ブリッグズの絵本「スノーマン」が物語に! イギリスを代表する児童文
学作家マイケル・モーパーゴが、少年とスノーマンのすばらしい夜の冒険を、やさ
しく、あたたかく描く。完璧なスノーマンのつくり方も紹介。

941.6 GO 魔法つかいの弟子
ヨハン・ヴォルフガング・
フォン・ゲーテ 作　酒寄
進一 訳

理論社
内に抱えた“魔性”に注目したドイツの文豪ゲーテの、理性では制御できない感
情や衝動が感じられる作品群の新訳。「新・パリス」「新・メルジーネ」「メルヘン」
「魔法つかいの弟子」など、短編3編、物語詩6編を収録する。



943.7 MA 道化者
トーマス・マン 作　木本
栄 訳　ヨシタケ シンス
ケ 絵

理論社
ノーベル文学賞受賞作家でもあるドイツの文豪、トーマス・マン。短編の名手でも
あったマンが主に若いころに書いた、表題作をはじめ「神童」「鉄道事故」など、
選りすぐりの5編を収録する。

953.7 LE 怪盗ルパンさまよう死神
モーリス・ルブラン 作
平岡 敦 訳　ヨシタケ シ
ンスケ 絵

理論社
冒険はなんの前触れもなく、不意に-。ルパンが謎の殺人者に狙われる令嬢を
助け、犯人の意外な正体を暴く名探偵ぶりを発揮する「さまよう死神」など、モー
リス・ルブランのアルセーヌ・ルパンシリーズから4編を収録する。


