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本を読むのにぴったりの季節になりま
した。あなたの本を探しに、図書館に
足を運んでみませんか？
新しい本がたくさん入っています。

〈文学〉
赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。/青柳碧人

スキマワラシ/恩田陸
物に触れると過去が見える、不思議な能

『むかしむかしあるところに、死体があ

力を持つ散多。彼は亡き両親の面影を追

りました。』の著者の最新作。今度は西

って、兄とともに古い「タイル」を探し

洋童話をベースにした連作短編ミステ

ていた。取り壊し予定の建物を訪ねるう

リ。主人公は赤ずきん！クッキーとワイ

ち、兄弟はさらなる謎に巻き込まれて･･･。再開発

ンを持って旅に出た赤ずきんがその途中で事件に

予定の地方都市を舞台にした、少し懐かしい雰囲気

遭遇。「シンデレラ」「ヘンゼルとグレーテル」「眠

のファンタジックミステリ。

り姫」「マッチ売りの少女」を下敷きに、小道具を
使ったトリックが満載です！

閻魔堂沙羅の推理奇譚/木元哉多
閻魔大王の娘、沙羅。赤いマントをまと

僕の神さま/芦沢央

った美少女は、生き返りたいという人間

僕たちは何か問題が起きると、同級生の

の願いに応じて、あるゲームを持ちかけ

水谷くんに相談する。みんなから頼りに

る。自分の命を奪った殺人犯を推理する

される名探偵。彼が出す答えに決して間

ことができれば蘇り、わからなければ地獄行き。犯

違いはない。
だって水谷くんは
「神さま」

人特定の鍵は、死ぬ寸前の僅かな記憶と己の頭脳の

だから―。小学生の日常に起きた、残酷で切ない連

み―。生と死を賭けた霊界の推理ゲームが幕を開け

作ミステリ。

る！中条あやみ主演ドラマの原作。

恐ろしくきれいな爆弾/越智月子

未来からの脱出/小林泰三

福永乙子は、大臣就任会見の場での男社

とある施設で平穏な日々を送っていた

会への歯に衣着せぬ発言で一躍時の人

サブロウは自分に過去の記憶がないこ

となる。総理経験者の養女として、３回

とに気付く。不審に思い施設を調べる

目の当選で初入閣。しかし、彼女は驚く

と「ここは監獄だ」という何者かから

べき過去を抱えていた･･･。戦慄と驚愕の悪女小説。

のメッセージが見つかる。サブロウは仲間を募り、
脱出を計画するが―。『アリス殺し』の著者の最新

明治開花安吾捕物帖/坂口安吾

作は、予測不能の脱獄ミステリ。

同姓同名/下村敦史

もう、聞こえない/誉田哲也

大山正紀はプロサッカー選手を目指す

身元不明の男性が殺害された。加害者が

高校生。毎日練習に励んでいた。そんな

自ら 110 番通報し、自首に近い形で逮捕

中、女児惨殺事件の犯人が捕まった。週

される。しかし、被害者男性の身元が一

刊誌が暴露した名は「大山正紀」。報道

向に分からず･･･。伏線につぐ伏線が織

後、サッカー推薦の枠から外れた高校生の大山正紀

りなす、驚愕のミステリ。

を始め、不幸にも殺人犯と同姓同名となってしまっ
た「名もなき」大山正紀たちの人生に影が落ちる。

コンビニ兄弟/町田そのこ

犯人に名前を奪われ人生を穢された大山正紀たち

九州だけに展開するコンビニチェーン

は、「大山正紀同姓同名被害者の会」に集い、犯人

「テンダネス」。その名物店「門司港こ

を探し出そうとするが･･･。登場人物全員同姓同

がね村店」で働くパート店員の日々の楽

名！前代未聞のスリリングなミステリ。

しみは、魔性のフェロモン店長・志波三
彦を観察すること。なぜなら今日もまた、彼の元に

一億円のさようなら/白石一文

は超個性的な常連客（兄含む）たちと、悩みを抱え

平凡だが幸せな人生を歩んでいた加能

た人がやってくるのだから･･･。コンビニを舞台に

鉄平は、妻・夏代の驚きの秘密を知る。

繰り広げられる心温まるお仕事小説。小説の舞台が

30 年前、夏代は伯母の巨額遺産を相続

地元だとそれだけで嬉しくなりませんか？門司港

し、それは今日まで手つかずのまま銀行

のことを知らなくても面白い小説ですが、門司港に

にあるというのだ。その額、48 億円。結婚して 20

行ったことのある人はより楽しめる小説です。

年。なぜ妻は隠していたのか？続々と明らかになる
家族の秘密とは？同名ドラマの原作小説。

Ｋ２ 池袋署刑事課神崎・黒木/横関大
池袋署刑事課強行犯係で捜査に明け暮

お迎えに上がりました。
国土交通省国土政策局幽冥推進課/竹林七草

れる、クールな理論派の神崎と、型破り

入社当日に会社が倒産し、路頭に迷った

一筋縄では行かない事件がさらに複雑

朝倉夕霞。公園の掲示板で国土交通省の

な直感派の黒木。同期の２人が組むと、
に･･･。山田涼介・田中圭主演ドラマの原作小説。

臨時職員募集の貼り紙を見つけ、藁にも
すがる気持ちで応募し採用されるが、そ

ニホンブンレツ/山田悠介

こは地縛霊の立ち退きを担当する「幽冥推進課」。

近未来、東西に分裂した日本。東日本の

しかも同僚は全員妖怪!?ライトな語り口で気軽に

小学校教諭・博文は、独裁政権が支配す

読めますが、人の死について考えさせられる場面も

る西日本への潜入に成功する。ところが

多数あります。泣ける物語が読みたい人、国土開発

そこに待ち受けていたのは極端な階級

やインフラ建設に興味がある人におすすめ。

制度と、奴隷として虐げられる恋人・恵実だった･･･。
本編に、前日譚と後日譚を加えた完全版。

テロリストの家/中山七里
公安部のエリート刑事・幣原は、イスラ

ブルックリン・フォリーズ/ポール・オースター

ム国関連の極秘捜査から突然外された。

60 歳を前に、離婚してブルックリンに

間もなく、息子の秀樹がテロリストに志

帰ってきたネイサン。静かに人生の結末

願したとして逮捕された。妻や娘からは

を迎えようと思っていたが、街の古本屋

息子を売ったと疑われ、組織や世間には身内から犯

で甥のトムと再会してから思いもかけ

罪者を出したと非難される。公安刑事は家庭と仕事

ない冒険と幸福な出来事が起こり始める。そしてあ

の危機を乗りきれるのか･･･？社会派ミステリ。

る女性と出会って･･･。家族再生の心温まる物語。

黄色い部屋の謎/ガストン・ルルー

火狩りの王 ４ 星ノ火/日向理恵子

本書を読まずして本格ミステリを語るなかれ。密室

ついに神宮に到達した明楽、灯子、煌四。

ミステリ必読書中の必読書。読みやすい新装版が入

犬たちと共に、この世界の命運を懸けて

りました。推理小説が好きな人は是非読んでみて。

神族との戦いが始まる！少年と少女の
闘いと成長の物語、ここに完結。

〈継続購入図書〉
半沢直樹 アルルカンと道化師/池井戸潤
東京中央銀行大阪西支店の融資課長・半

高校事変 ８/松岡圭祐
女子高生のサバイバルアクションシリーズ最新巻。

沢直樹のもとにとある案件が持ち込ま
れる。大手ＩＴ企業ジャッカルが、業績

はたらく魔王さま！ ２１/和ヶ原聡司

低迷中の美術系出版社・仙波工藝社を買

フリーター魔王さまの庶民派ファンタジー最終巻。

収したいというのだ。大阪営業本部による強引な買
収工作に抵抗する半沢だったが、やがて背後にひそ

通い猫アルフィーのめぐりあい
/レイチェル・ウェルズ

む秘密の存在に気づき･･･。大ヒット半沢直樹シリ
ーズ、待望の最新作。

複数の飼い主に飼われる通い猫として
幸せな日々を送るアルフィー。ある日、

終電の神様 台風の夜に/阿川大樹

飼い主のひとり子犬をもらってきた。し

超大型台風が接近、首都圏の終電が夜８時に繰り上

かも、子犬の面倒を任されてしまい･･･。

がった。そんな一夜の人間ドラマを描く感動作。

読むと優しい気持ちになれるシリーズです。

烏百花 蛍の章/阿部智里

ふしぎの国のバード ６・７/佐々大河

八咫烏シリーズ外伝。本編では描ききれなかった、
恋の物語を集めた短編集。

ゴールデンカムイ ２３/野田サトル

獣たちのコロシアム
池袋ウエストゲートパーク 16/石田衣良

応天の門 １３/灰原薬

今秋アニメ放映予定の、池袋ウエストゲートパーク

〈美術館・博物館〉
ミュージアムを知ろう
中高生からの美術館・博物館入門/横山佐紀

シリーズ最新作。

本好きの下剋上 第五部Ⅲ/香月美夜

ミュージアムのはじまりや展示する空
間、社会との関わりなどについて紹介し

魔法科高校の劣等生 ３２/佐島勤
魔法科高校入学から３年。劣等生の兄と

た本。今まで知らなかったミュージアム
の姿が見えてくるかも･･･。

優等生の妹の波乱に満ちた高校生活に、
ついに幕が下りる！大人気シリーズの
最終巻。

〈歴史〉
とてつもない嘘の世界史/トム・フィリップス
コロナ禍のデマ、トランプの嘘など、

鬼人幻燈抄 ２～４/中西モトオ

日々様々な嘘が生み出されている。しか

170 年後に現れる鬼神と対峙するため、甚太は甚夜

し歴史を振り返ると、人類はもっとすさ

と改名し、第二の故郷・葛野を後にした。人々との

まじい嘘に荒らされてきた。ありえない

出会いと別れを経験しながら、甚夜は自らの刀を振

嘘、常軌を逸したでたらめ、長生きし続けるほら話

るう意味を探し続ける―。

など、驚異の事件を満載！

人口の中国史/上田信

ハイパーハードボイルドグルメリポート/上出遼平

18 世紀に突如起こった人口の爆発的増加は、中国を

テレビ東京で不定期放送されるカルト的な人気番

知るための鍵である。それはなぜ、どのように起き、

組が書籍化。人食い少年兵・マフィア・カルト教団

今まで続いてきたのか。文明の始源からの歴史がも

などの食事に迫り、食を通じて世界のリアルを描写

たらした様々な条件と、大変化のメカニズムを明ら

する。

かにし、現在、そして未来まで人口史から読み解く。

村上世彰、高校生に投資を教える。/村上世彰
〈伝記〉
明治を生きた男装の女医 高橋瑞物語
/田中ひかる

村上世彰が資金を提供して、高校生 44 名が８ヵ月
間投資を行った。彼らに語った、投資のタイミング、
投資家に求められる条件、そして、お金の本質と

女性が医師免許の試験を受けられなか

は？生きるためにお金は必要不可欠。投資は怖いも

った時代、その門戸をこじ開け、無償で

のだと思っている人にこそおすすめの入門書です。

妊産婦の命を救った女医がいた―。ドラ
マチックな高橋瑞の人生だけではなく、

子どもの心の声を聴く/堀正嗣

瑞が出逢った無名の女たちの運命や、女医誕生への

いじめや虐待など子どもを巡る社会状況が厳しさ

門戸を開いた仲間との友情なども描く。医療に興味

を増すなか、世界的に注目されている「子どもアド

がある人には是非読んでもらいたい感動的な伝記。

ボカシー」の入門書。

〈社会〉
国際人権入門/申惠（ボン）
第二次大戦後、人権に関する様々な国際ルールがめ

〈自然科学〉
数学と恋に落ちて 方程式を極める篇・
未知数に親しむ篇/ダニカ・マッケラー

ざましい発展を遂げ、日本もそれを守ることとされ

将来、どんな道に進むにせよ、数学はあ

ている。ヘイトスピーチや性暴力など、日本社会で

なたに力と自由を与えます。数学を研究

現実に起きている様々な人権問題を国際ルールに

し、女優としても活躍したダニカ先生が

あてはめて考えることで、解決の方法を探る。

あなたの夢をサポートする数学入門書。

官製ワーキングプアの女性たち/竹信三恵子・他

南極で心臓の音は聞こえるか/山田恭平

児童虐待やＤＶなどの相談・支援、図書館司書、保

第 59 次南極観測隊・越冬隊のひとりとして南極に

育士、女性関連施設の職員、教員など、市民の暮ら

降り立った著者による体験記。ユーモアたっぷりな

しを直接支える公共サービスの多くが、年収 200 万

文章で南極の過酷な生活を体験できる本です。

円前後で、短期契約の不安定な非正規公務員に支え
度任用職員制度と新型コロナ禍のダブルパンチを

〈料理〉
魔法のてぬきおやつ/てぬキッチン

受ける現場からの切実な声を届け、私たちの公共を

藤井弁当/藤井恵

取り戻すために、今何が必要なのかを考える。

リュウジ式悪魔のレシピ/リュウジ

られている。しかも、その４分の３は女性。会計年

20２０年８月 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

55

16

2

25

24

18

157

２年

22

20

26

15

14

2

53

152

３年

7

18

28

20

14

11

16

（教職員

100 冊）

８組

10

学年計

124

