
 

 

小倉高校図書館 

2022 年 1 月 

 

〈文学〉 

あなたとなら食べてもいい 

『52 ヘルツのクジラたち』で本屋大賞

を受賞した町田そのこ他６人の作家に

よる、食べ物をテーマにした色とりどり

の短編が味わえるアンソロジー集。 

 

赤と青とエスキース/青山美智子 

メルボルンの若手画家が描いた一枚の

「絵画(エスキース)」の前で起きた、若

い恋人たちの、見習い額縁職人の、師匠

と弟子の、奇跡と愛に満ちた物語。 

 

月曜日の抹茶カフェ/青山美智子 

川沿いの桜並木のそばに佇む喫茶店「マ

ーブル・カフェ」。その「マーブル・カ

フェ」が定休日の月曜日に、「抹茶カフ

ェ」を開くことになって…。人は知らず知らずのう

ちに、誰かの背中を押している。一杯の抹茶から始

まる、東京と京都をつなぐ 12 ヵ月の心温まるスト

ーリー。 

 

ひまつぶしの殺人 新装版/赤川次郎 

早川一家は母が泥棒、兄が殺し屋、妹が

詐欺師で弟が警察官、そして唯一皆の秘

密を知る圭介が弁護士、という奇想天外

な家族だ。ある時、謎の石油王・橘源一郎が世界有

数のダイヤ・コレクションとともに帰国したことで、

一家は騒然とする。家族の犯罪を阻止したい圭介は、

それぞれの目的のため橘の元へ向かう家族を追い

かけるが…!? 

 

あちらにいる鬼/井上荒野 

父・井上光晴、母、そして瀬戸内寂聴を

モデルに、逃れようもなく交じり合う３

人の「特別な関係」を、娘である著者が

描ききった衝撃作。映画化決定。 

一ノ瀬ユ ウナが浮いている/乙一 

17 歳の 時、水難事故で死んだはずの

幼 馴 染 み・一ノ瀬ユウナは、当時の

姿のまま、 俺の目の前にいる。不思議な

ことだが、ユウナのお気に入りの線香花火を灯すと、

俺にしか見えない彼女が姿を現すのだ。ユウナに会

うため、伝えていない気持ちを抱えながら俺は何度

も線香花火に火をつける。しかし、彼女を呼び出す

ことができる線香花火は、だんだんと減っていき…。

乙一が映画『サマーゴースト』の姉妹作として執筆

した、切ない恋愛小説。 

 

神 曲 / 川村元気 

檀 野 家 の平穏な日常は、突然終わり

を 告 げ た。小学生の息子が通り魔に

殺 さ れ るという凄惨な事件によって。

悲しみに暮れる檀野家に、不思議な合唱隊がやって

くる。訝しむ父をよそに、母と娘は歌うことで次第

に心を取り戻していくが…。『世界から猫が消えた

なら』の著者の新境地。 

 

ドクター ホワイト/樹林伸 

早朝の公 園に、白衣一枚で現れた謎の

美少女・ 白夜。彼女にはどんな病気も

見抜く、 天才的な診察能力が備わっ

ていた。次々に誤診を指摘し、やがて白夜は病院の

診断協議チームに抜擢される。彼女は一体何者なの

か―？浜辺美波主演ドラマの原作小説。 

 

風の向こうへ駆け抜けろ/古内一絵 

芦原瑞穂は、地方競馬界にデビューした

数少ない女性騎手。亡き父親への思慕か

ら騎手になったが、彼女の受け皿となっ

たのは「藻屑の漂流先」と揶揄される寂れた弱小厩

舎。そこにいる調教師、厩務員たちは皆それぞれが

心に傷を抱えていて…。平手友梨奈主演ドラマの原



作。元気の出る爽やかなスポーツ小説！ 

笑うマトリョーシカ/早見和真 

四国・松山の名門校に通う二人の男がい

た。後に代議士となった男は、周囲を魅

了する輝きを放っていた。秘書となった

もう一人の男は、彼を若き官房長官へと押し上げた。

総理への階段を駆け上がるカリスマ政治家に違和

感を覚えた女性記者は、隠された過去に迫る！二転

三転する真実に息を呑むサスペンス。 

 

変半身/村田沙耶香 

若者が贄となる孤島の秘祭「モドリ」の

驚愕の真相から恐るべき世界の秘密が

明かされる「変半身」、性とは何かを問

いかける「満潮」。『コンビニ人間』の著者が未知の

世界を拓く、読む前の自分には戻れない衝撃の作品

集。 

 

千歳くんはラムネ瓶のなか １～６/裕

夢 

藤志高校のトップカーストに君臨する

リア充・千歳朔。彼のまわりには、外見

も中身も優れた友人たちがいつも集まっているが

…。新時代を告げる「リア充側」の青春ラブコメ。

「このライトノベルがすごい！」２年連続第１位の

話題作。 

 

遠慮深いうたた寝/小川洋子 

作家の素顔が垣間見られるエッセイ集。 

 

ここに物語が/梨木香歩 

本と物語をめぐる静謐なエッセイ集。 

 

円/劉慈欣 

『三体』の抜粋改作にして星雲賞受賞作「円」や、

デビュー短篇「鯨歌」など、全 13 篇を収録。中国

ＳＦ界の至宝・劉慈欣の日本初の短篇集。 

 

木曜殺人クラブ/リチャード・オスマン 

未解決事件の調査をして暇をつぶす老人

グループ「木曜殺人クラブ」。入居する施

設の関係者が殺された事件の真相究明に乗り出す

が…。ユーモラスな謎解きミステリ。「ミステリが

読みたい！2022 年版」第３位。 

見知らぬ人/エリー・グリフィス 

イギリスの中等学校タルガース校の旧

館は、かつてヴィクトリア朝時代の作家

ホランドの邸宅だった。クレアは同校の教師をしな

がら、ホランドの研究をしている。ある日、クレア

の同僚が自宅で殺害される。遺体のそばには「地獄

はからだ」と書かれたメモが残されていたが、それ

はホランドの幻想怪奇短編「見知らぬ人」に繰り返

し出てくるフレーズだった…。「ミステリが読みた

い！2022 年版」第８位。 

 

父を撃った 12の銃弾/ハンナ・ティンテ

ィ 

父の身体には、たくさんの銃弾が残した

傷がある―。いじめや恋愛を経験して成長していく

12 歳の娘・ルーの物語と、父・サミュエルを撃っ

た弾丸にまつわる過去の断章を交互に語り、緊迫の

クライム・サスペンスと瑞々しい青春小説を融合さ

せた傑作。「ミステリが読みたい！2022 年版」第

４位。 

 

ラノベ古事記 日本の建国と初国シラ

ス物語 

/

小野寺優 

日本最古の歴史書「古事記」をラノベ風に現代翻訳

した、大人気「ラノベ古事記」の新作。今巻では、

日本建国が書かれた「中巻・天皇記」の前半部分を

笑いあり涙ありのドラマティックな内容へと翻訳

している。古事記は読んでみたいけど難しいのはイ

ヤという人におすすめ！ 

 

〈継続購入図書〉 

本好きの下剋上 第五部Ⅶ/香月美夜 

 

心霊探偵八雲 11/神永学 

 

ソードアート・オンラインオルタナティブ 

ガンゲイル・オンラインⅪ/時雨沢恵一 

 



探偵はもう、死んでいる。 6/二語十 

 

転生したらスライムだった件 19/伏瀬 

 

〈色〉 

視覚化する味覚/久野愛 

私たちが認識する「自然な（あるべき）」色の多く

は、経済・政治・社会の複雑な絡み合いの中で歴史

的に構築されたものである。食べ物の色に焦点を当

て、資本主義の発展とともに色の持つ意味や価値が

どのように変化してきたのかをひもといていく。 

 

〈歴史〉 

一度読んだら絶対に忘れない世界史人物事典 

/山崎圭一 

公立高校教師 YouTuber の歴史シリーズ第４弾。

世界史に登場する主要人物 200 人のキャラクター

をより鮮明に浮かび上がらせることで、世界史の学

習がこれまで以上に面白くなり、通史の理解も一気

に深まる！ 

 

図説鎌倉北条氏/野口実 

鎌倉幕府を主導した北条氏を知ることができる１

冊。2022 年の大河ドラマ「鎌倉殿の 13 人」の予

習にもぴったり。 

 

〈旅行記〉 

旅のオチがみつからない １・２/低橋 

仕事を辞め、一念発起して世界一周の旅へ出発！そ

こで待っていたのは、憧れていたロマンあふれる旅

とはかけ離れた、失敗連発のドタバタ貧乏旅行で…。

旅の魅力がたっぷり詰まったエッセイマンガ。 

 

ゼロメートルの旅/岡田悠 

「遠くに行く」だけが、旅じゃない。予定不調和と

非日常を愛する心があれば、すべての行為は「旅」

になる。南極から家の中まで、日常を引き剥がす

18 の旅の記録。旅行したいのにできない不満で爆

発しそうな人におすすめ。 

 

サガレン/梯久美子 

かつて、この国は陸の国境線をもっていた―。樺

太・サハリン、旧名サガレン。宮澤賢治をはじめと

して多くの文学者が訪れた島を、賢治の行程を辿り

つつ旅する。 

〈社会〉 

２１Ｌｅｓｓｏｎｓ/ユヴァル・ノア・ハラリ 

私たちはどこにいるのか。そして、どう

生きるべきか―。『サピエンス全史』『ホモ・デウス』

の著者による、人類の「現在」を考えるための 21

の問い。 

 

ジョブ型雇用社会とは何か/濱口桂一郎 

著者がかつて提示した「ジョブ型」という概念は広

く浸透したが、今や本来の意味とは異なるジョブ型

論がはびこっている。ジョブ型とは何であるかを基

礎から解説した上で、ジョブ型とメンバーシップ型

の対比を用いて日本の労働問題の各論を考察する。 

 

親を頼らないで生きるヒント/コイケジュンコ 

虐待やヤングケアラーなど、外からは見えにくい困

難を抱えた家族の中で子どもはどのようにＳＯＳ

を出せばよいのか？親から離れて社会的養護のも

とで育った若者たちの体験や、相談できる支援先の

情報を紹介する。 

 

〈教育〉 

学校の役割ってなんだろう/中澤渉 

忙しすぎる教員、求められることが多い学校、役に

立つ教育の要望…。学校は様々な困難に直面してい

る。学校の様々な課題の背景を理解するために、改

めて学校はなんのためにあるのかを問い直す。 

 

教育ＤＸで「未来の教室」をつくろう/浅野大介 

 

〈進路〉 

文系研究者になる/石黒圭 

「キャリアプランを立てにくい」「進むと破滅」と

も言われる人文系大学院。それでも好きなことを研

究し、それを生業とするために、いつ、何をすれば

よいのかをやさしく教えてくれる。 

 

世界で活躍する仕事 100 

国連職員、ＪＩＣＡ職員、シンクタンク研究員、公



務員など、世界で活躍する仕事のキャリアパス、難

易度、給与水準から待遇まで、全てを掲載。国際協

力に興味がある人におすすめ。 

〈伝説〉 

ドラゴンは爬虫類/川崎悟司 

あの伝説上の生きものが実在したら、ど

んな進化をするのか？伝説動物を生物進化と動物

解剖の視点から徹底考察！気軽に読めて面白く、動

物の進化や骨格なども学べるとってもお得な１冊。 

 

〈自然科学〉 

数理の窓から世界を読みとく 

/初田哲男・

柴藤亮介 

ＡＩ（人工知能）、生物の進化、宇宙に存

在する暗黒物質…これらまったく異なる研究分野

を、同じ窓から読み解く方法がある。それは、数学

を共通言語に様々な事象を理論的に解明する方法、

「数理」。数理の窓から見えるそれぞれの世界を、

若手研究者たちが瑞々しい感性で紹介する。 

 

解きたくなる数学/佐藤雅彦 

「ピタゴラスイッチ」制作メンバーが作

ったこれまでにない数学問題集。魅力的

な写真とグラフィックで表現された問題は、中学生

でも解けるのに簡単には分からない良問ばかり。数

学が苦手な人も思わず夢中になるはず！ 

 

知識ゼロでも楽しく読める！数学のしくみ 

知識ゼロでも楽しく読める！統計学のしくみ 

知識ゼロでも楽しく読める！物理のしくみ 

知識ゼロでも楽しく読める！宇宙のしくみ 

豊富なイラストと図解で楽しく読める入門書シリ

ーズ。 

 

身のまわりのありとあらゆるものを 

化学式で書いてみた

/山口悟 

タマネギを切ると涙が出るのはなぜ？

石鹸で汚れが落ちるのはなぜ？身のま

わりのものを化学式であらわすと、素朴な疑問がす

っきり解決！ちょっと遠い存在だった化学を身近

に感じて、化学をもっと好きになれる本。 

かぐわしき植物たちの秘密/田中修・丹治邦和 

ハーブや野菜、果物、野草など身近な植物 63 種の

様々な働きを愉快に解説。 

 

図説 人新世/ギスリ・パルソン 

ホモ・サピエンスは、地球をどのように

改変してきたのか？今、世界的な議論の

渦中にある新しい地質年代「人新世」を

数多くの写真と図版で総合的に解説する。地球の今

が一目で分かる１冊。 

 

南極の氷に何が起きているのか/杉山慎 

温暖化がもたらした「地球最大の氷」の異変とは？

「氷の大陸」が水と化したとき、海面上昇が私たち

の暮らしに与える影響は？現地調査と最先端科学

から、謎多き南極のリアルに迫る。 

 

最強脳/アンデシュ・ハンセン 

ベストセラー『スマホ脳』の著者が説く、記憶力と

集中力を高める方法とは？ 

 

〈芸術〉 

目の見えない白鳥さんとアートを見に

行く 

「白鳥さんと作品を見るとほんとに楽

しいよ！」という友人マイティの一言で、

「全盲の美術鑑賞者」とアートを巡るというユニー

クな旅が始まった。白鳥さんや友人たちと絵画や仏

像、現代美術を前に会話をしていると、新しい世界

の扉がどんどん開き、それまで見えていなかったこ

とが見えてきた―。美術館めぐりの追体験を楽しみ

ながら、社会を考え、人間を考え、自分自身を見つ

め直すことができる、全く新しい美術鑑賞本。 

 

世 界 の 美しい動物園と水族館 

宮殿に併 設された高級感溢れる動物

園、アー ルヌーヴォー建築の中を動

物が闊歩するロマンチックな動物園、巨大アクリル

ガラスを使用した迫力満点の水族館など、ため息が

出るほど美しい写真集。 

 



表紙画像：e-hon より

 


