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〈文学〉
ことのは！＃万葉恋日和/青沼裕貴

推し、燃ゆ/宇佐見りん
アイドルの上野真幸を「推す」ことでま

『万葉集』の歌い手たちも、今を生きる

まならない日々をなんとか生き延びてい

私たちと同じように、恋をした―。『万

た、あかり。だがある日、推しがファン

葉集』の中から恋歌 5 首を選び、漫画で

を殴って炎上してしまい･･･。どうしても

表現した本。背景知識を専門家が丁寧に

上手に生きられない、あなたのための物語。

解説しているので『万葉集』入門編にぴったり。

とわの庭/小川糸
凪に溺れる/青羽悠

生まれつき目の見えないとわ。優しい母

仕事も恋愛も惰性の日々を過ごしてい

親と幸せに暮らしていたが、ある日母親

るＯＬの遥。ある日遥は、無名のアーテ

が家に帰ってこなくなり、１人になる。

ィストの曲がＹｏｕＴｕｂｅ上でバズ

それでもとわは、母親を待ち続け、前を

っているのを見つける。その曲に惹かれ

向いて生きていく―。物語の前半は少し辛い展開が

た遥だったがそのアーティストは１年程前に亡く

続きますが、後半は温かく力強く、生きる力が湧い

なっていた。なぜ１年も前に亡くなった無名のアー

てくるような物語です。小川糸ファンの方は、前半

ティストの曲が、今更注目を浴びているのか？ひと

でいつもと違うなと思わず、是非最後まで読んでみ

りの若き天才に人生を狂わされ、そして救われた

てください。

人々の姿を描く、諦めと希望の物語。

この気持ちもいつか忘れる/住野よる
スター/朝井リョウ

平凡な日々に飽き飽きとしていたカヤ。

「どっちが先に有名監督になるか、
勝負

16 歳の誕生日を迎えた直後、深夜のバス

だな」
。新人の登竜門となる映画祭でグ

停で出会ったのは爪と目しか見えない

ランプリを受賞した立原尚吾と大土井

異世界の少女だった―。『君の膵臓をた

紘。２人は大学卒業後、名監督への弟子

べたい』の著者の最新作。身もだえするほど不器用

入りとＹｏｕＴｕｂｅでの発信という真逆の道を

で、青臭くて、純粋な青春小説。

選んだ―。表現者の葛藤を描いた長編小説。

大凶ちゃんと太陽くん♯誰かじゃなくて君がいい
法廷遊戯/五十嵐律人

/星奏なつめ

法律家を志す久我清義と織本美鈴。２人

何かと不運を呼びやすい大凶体質のＯ

の「過去」を告発する差出人不明の手紙

Ｌ・静香は超ネガティブ思考。突然任さ

をきっかけに、不可解な事件が続くよう

れた社内コンペにも不吉を感じて絶望

になる。そこで清義は異端の天才・結城

する。そんな彼女に手を差し伸べたのは、

馨に相談をもちかけ、３人で真相を追うものの、そ

幸運溢れる驚異のポジティブ男・大陽寺で･･･。コ

れぞれの道は思わぬ方向に分かれて･･･。第 62 回メ

ミカルでハッピーな恋愛小説。頭を空っぽにして元

フィスト賞受賞作。著者は現役司法修習生です。

気になりたいときにどうぞ。

夜明けのすべて/瀬尾まいこ

沖晴くんの涙を殺して/額賀澪

職場の人たちの理解に助けられながら

北の大津波で家族を喪った沖晴は死神

も、月に一度のＰＭＳ（月経前症候群）

と取引をした。悲しみ、怒り、嫌悪、恐

でイライラが抑えられない美紗は、転職

怖を差し出して独り生還したという。残

してきたばかりの山添君に当たってし

された感情は喜びだけ。笑うだけの不思

まう。やる気がないように見える山添君は、パニッ

議な高校生は、余命わずかの音楽教師・京香と出会

ク障害になり、生きがいも気力も失っていた。２人

い、心を通わせていく･･･。ネガティブな感情をな

はお互いの欠点を補い支えあいながら自分を取り

くして喜びだけがあるなんてうらやましい？そう

戻していく―。生きるのが少し楽になる、心温まる

思った人は是非読んでみて。心震える感動作です。

物語です。

きのうのオレンジ/藤岡陽子
化け者心中/蝉谷めぐ実

33 歳の遼賀は、ある日突然胃がん宣告を受けた。ど

時は文政、所は江戸。当代一の人気を誇

うして自分が･･･。その時、故郷の岡山にいる弟か

る中村座の座元から鬼探しの依頼を受

ら荷物が届いた―。これは、がん宣告を受けた彼と、

け、心優しい鳥屋の藤九郎は、かつて一

彼を支えた家族の物語。

世を風靡した稀代の女形・魚之助ととも
に真相解明に乗り出す―。選考委員会全会一致の圧

ブラックウェルに憧れて/南杏子

倒的評価で第 11 回小説野性時代新人賞を受賞した

医大の解剖学実習で組まれた、異例の女

話題作！傾奇者（かぶきもの）たちの苛烈な生きざ

性だけの班。仁美、早紀、涼子、恵子は、

まを描き尽くす、全く新しい時代小説！

城之内泰子教授の指導の下、優秀な成績
で卒業し、医者としての道を歩む。だが、

隣はシリアルキラー/中山七里

「女性の医師」である彼女たちの前途には、無数の

深夜になると隣室から聞こえてくる不気味な物音。

壁が立ちはだかる･･･。現役医師が描く、未来への

何かを切断しているかのような･･･。連続バラバラ

祈りを込めたヒューマンドラマ。

殺人事件の犯人は、隣人？怖すぎて眠れない、徹夜
必至のホラーミステリ。

草花たちの静かな誓い/宮本輝
アメリカ在住の叔母が亡くなり莫大な遺産を託さ

滅びの前のシャングリラ/凪良ゆう

れた弦矢。白血病で死んだと聞かされていた叔母の

１ヶ月後、小惑星が地球に衝突すると各

娘・レイラが行方不明だと知らされる。27 年もの間、

国政府が発表してから、世界は変わった。

叔母はなぜ秘密にしていたのか？レイラはどこに

荒廃していく世界の中で、学校でいじめ

いるのか？母と娘、運命の奇跡を巡る物語。

を受ける友樹、人を殺したヤクザの信士
など、善人でもヒーローでもない４人が見つけた、

湖の女たち/吉田修一

生きる意味とは？『流浪の月』で本屋大賞を受賞し

琵琶湖近くの介護療養施設で、100 歳の男が殺され

た著者の最新作。

た。謎が広がり深まる中、刑事と容疑者だった２人
は、離れられなくなっていく。一方、事件を取材す

ニキ/夏木志朋
周囲から浮いてしまう高校生・広一は、

る記者は、死亡した男の過去に興味を抱き旧満州を
訪ねるが･･･。

ある日、穏やかで人気のある美術教師・
二木の秘密を知り、彼に取引を持ちかけ

影に対して 母をめぐる物語/遠藤周作

る･･･。「普通」や「常識」が崩壊する、

完成しながらも発表されず、手許に残されていた

スリリングな青春小説。

「影に対して」を含む７編の短編集。

ほんとうのリーダーのみつけかた/梨木香歩
非常時というかけ声のもと、みんなと同じでなくて

〈継続購入図書〉
アンと愛情/坂木司

はいけないという圧力が強くなっています。息苦し

デパ地下の和菓子店「みつ屋」で働くア

さが増すなかで、強そうなひとの意見に流されてし

ンちゃんの成長を描く人気シリーズの

まうことって、ありませんか？でも、あなたがいち

最新巻。読むとほっこり優しい気持ちに

ばん耳を傾けるべき存在は、じつは、もっと身近な

なって、和菓子が食べたくなります。

ところにいるのです･･･。静かに耳を傾けて、そっ
と心に留めておきたいエッセイ。

ぼくが 13 人の人生を生きるには身体がたりない。
解離性同一性障害の非日常/haru

終末なにしてますか？
もう一度だけ、会えますか？ ９/枯野瑛
キノの旅 23/時雨沢恵一

年齢も性別もバラバラな 12 人の交代人
格をもつ、解離性同一性障害の当事者が

鬼人幻燈抄 明治編徒花/中西モトオ

描いた非日常的な日常の記録。解離性同
一性障害についての学術書ではなく、著

扇物語/西尾維新

者の優しい人柄が伝わってくるエッセイとして読
んでみてください。自分を受け入れることや、他者

高校事変 ９/松岡圭祐

を理解することへの優しい答えがあります。

コウノドリ 32/鈴ノ木ユウ
ぼくだけのぶちまけ日記/スーザン・ニールセン

ドラマ化もされた大人気産婦人科漫画、

兄が学校で銃乱射事件をおこした。13 歳

完結！妊娠出産の大変さと命の尊さが

のヘンリーは心の傷を抱え、引っ越した

わかります。倉高生にも大人気。まだ読

町でひっそり暮らそうとするが、プロレ

んだことのない人は是非読んでみて。

ス好きの友だちや世話好きな隣人が放っ
ておいてくれない。残された家族の深い苦しみと再
生への希望を描いた、カナダの小説。

〈AI〉
AI リテラシーの教科書/浅岡伴夫・他
AI を正しく理解し、適切に使いこなすために必要な

紙の心/エリーザ・プリチェッリ・グエッラ

知識が得られる。

少年はある日、図書館でほこりをかぶる本の間に挟
まれていた手紙を見つける。顔も名前も知らないま

AI 倫理/西垣通・河島茂生

ま文通を重ねるうちに、思いをつのらせるふたり。

AI が過ちを犯し、自動運転車が暴走したり、監視カ

お互いの日常をつづるなか、ふたりが暮らす「研究

メラ等が集めたデータによって差別的な評価選別

所」の不穏な実体が暴かれていくが･･･。手紙形式

が行われたりしたとき、誰が責任をとるのか？AI

で綴られる繊細な青春小説。保護者との関係に悩ん

を活用していく上で、避けることのできない倫理的

でいる人におすすめです。

な問題を徹底的に論じる。

「若草物語」クックブック
「赤毛のアン」クックブック

〈調べ方〉
実践自分で調べる技術/宮内泰介・上田昌文
物語に登場する料理のレ

本の見つけ方、ネット検索の極意、データの整理、

シピと作中のエピソード

発表や執筆まで、練習問題を交えながら、調査を意

を綴った本。美しい写真

義あるものにする手順とコツを詳しく解説。これを

やイラストがたっぷり。

読めば、調べ学習も怖くない！

〈思考法〉
知的複眼思考法/苅谷剛彦

認知バイアス/鈴木宏昭

情報を正確に読み取り、自分の頭で論理的に考える

イアス」について分かりやすく解説する。

心の働きの偏り、歪みのようなものである「認知バ

ことのできる力をつけるための本。

武器としての決断思考/瀧本哲史
京都大学の「意志決定の授業」をまとめた本。

〈歴史〉
一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書
経済編/山崎圭一
大人気、年号を使わない歴史入門書シリーズ第３

〈神話〉
インド神話/沖田瑞穂・編訳

弾！お金の流れから世界史を読み解く経済編。

ヴェーダやヒンドゥー教の聖典に伝わる物語を集

〈伝記〉
目の見えない私がヘレン・ケラーにつづる怒りと
愛をこめた一方的な手紙/ジョージナ・クリーグ

めた神話集。

〈心理〉
繊細すぎてしんどいあなたへ/串崎真志

常にヘレン・ケラーと比較されて育った
視覚障害をもつ著者が、「奇跡の人」と

「友だちの顔色がすごく気になる」
「匂い

いう偶像へ、怒りと異議申し立ての手紙

や音が気になる」などで悩んでいるあな

をつづり、架空の対話を試みる！「偉人」

た、ＨＳＰかもしれません。こうした生

ではない、一人の女性としてのヘレンの姿を鮮やか

きづらさを６つのタイプに分け、それぞ

によみがえらせた、画期的なノンフィクション。

れを紹介し、長所としていかに活かしていくかを具
体的にアドバイスした本。読んだあとはきっと、繊
細な自分が好きになれます。

〈いのち〉
エンド・オブ・ライフ/佐々涼子
最期を迎える人と、そこに寄り添う人た

「空気」を読んでも従わない/鴻上尚史

ちの姿を通して、終末期のあり方を考え

どうしてこんなに周りの目が気になる

るノンフィクション。本屋大賞 2020 年

の？どうしてこんなに先輩に従わないと

ノンフィクション本大賞受賞作！

いけないの？どうしてこんなにラインや
メールが気になるの？それはあなたが弱
いからではありません。日本に残る「世間」のせい
なのです。「世間」の性質や対処法を知れば、ずっ

〈スポーツ〉
ドリブルデザイナー岡部将和が教える
超ドリブル講座/岡部将和

と生きやすくなる！生き辛さを感じている人、社会
学に興味がある人、日本と外国の違いに興味がある

e スポーツのすべてがわかる本/黒川文雄

人、そのどれにも当てはまらない人にも。多くの人
に読んでもらいたい名著です。

2020 年 10 月

表紙画像：e-hon より

クラス別貸出冊数

１組

２組

３組

４組

５組

６組

7組

１年

17

51

8

0

46

22

17

161

２年

16

30

29

17

81

8

101

282

３年

15

16

18

43

12

6

10

（教職員

73 冊）

８組

10

学年計

130

