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〈文学〉 

サマーゴースト/乙一 

「サマーゴースト」という幽霊が現れると

いう。夏、使われなくなった飛行場で花火

をすると彼女は姿を現すらしい。ネットを

通じて知り合った高校生、友也・あおい・

涼の３人は「サマーゴースト」を探すために集まった。

３人は幽霊に聞いてみたかったのだ。「死ぬってどん

な気持ちですか？」と…。劇場アニメのノベライズ。 

 

アイの歌声を聴かせて/乙野四万字 

サトミが通う高校に転入してきた、変わ

った少女・シオン。彼女が母によって製作

されたＡＩだと知ったサトミは、それを知

られまいと大奮闘する。そして次第にシ

オンのひたむきな姿と歌声に心を動かされていき…。

劇場アニメのノベライズ。 

 

闇祓/辻村深月 

クラスになじめない転校生の要に、親切

に接する委員長の澪。しかし、そんな彼

女に要は不審な態度で迫る。唐突に「今

日、家に行っていい？」と尋ねたり、家の

周りに出没したり…。ヤバい行動を繰り返す要に恐

怖を覚えた澪は、憧れの先輩・神原に助けを求めるが

…。身近に溢れている悪意が増殖し、迫ってくる恐

怖！辻村深月初の長編ホラー小説。 

 

二人の嘘/一雫ライオン 

優秀な女性判事と元服役囚。恋で終われば、この悲

劇は起きなかった―。大人の恋愛小説。 

 

チグリジアの雨/小林由香 

東京の進学校に通っていた高校１年の成

瀬航基は、母の再婚をきっかけに、ある

田舎町に引っ越すことになった。最初は

順調に進んでいた学校生活だったが、突

然いじめのターゲットになってしまう。いじめは次第

にエスカレートしていき、我慢の限界を迎えたある日、

ほとんど学校に行っていないクラスメイトの月島咲

真と出会う。咲真は、「報復ゲームに参加しないか」と

提案してきて…。 

 

夜が明ける/西加奈子 

15 歳の時、俺はアキと出会った。普通の

家庭で育った俺と、母親にネグレクトされ

ていた吃音のアキは、共有できることな

んて何一つないのに、互いにかけがえの

ない存在になっていった―。思春期から

33 歳になるまでの２人の友情と成長を描きながら、 

貧困や虐待など現代社会の抱える問題と正面から向

き合い、生きていくことの奇跡を描いた長編小説。 

 

凜として弓を引く/碧野圭 

ふと足を踏み入れた神社の片隅の弓道

場で、矢口楓は１人の少年の凛々しい姿

に魅せられ、そこの弓道会に入門するこ

とに。人見知りの女子高生が日本古来の

弓道の奥深い魅力に目覚め、新しい世界の扉を開い

ていく、爽やかな青春小説。 

 

ガラスの海を渡る舟/寺地はるな 

ガラス工房を営む兄妹の 10 年間の軌跡を描く。特

別じゃない自分を好きになれる優しい物語 



転がる検事に苔むさず/直島翔 

夏の夜、若い男が鉄道の高架から転落し、

走行中の車に衝突した。自殺か他殺か。

所轄署の刑事課長は、飲み仲間の検事・

久我周平に手助けしてほしいと相談して

きて…。心に沁みる愚直な人間ドラマ。第３回警察小

説大賞受賞作。 

 

ひねもすなむなむ/名取佐和子 

自分に自信のない若手僧侶・仁心は、岩手

の寺の住職・田貫の後継としてはるばる

高知からやってきた。田貫は供養の為な

らゲームもやるし、ぬいぐるみ探しもする

少々変わったお坊さん。面倒に巻き込まれつつも師

として尊敬しはじめる仁心だが、田貫には重大な秘

密があって…。心温まる物語。 

 

１００万回生きたきみ/七月隆文 

美桜は 100 万回生きている。様々な人

生を繰り返し、今は日本の女子高生。終

わらぬ命に心が枯れ、何もかもがどうで

もよくなっていた。あの日、学校の屋上か

ら身を投げ、同級生の光太に救われた瞬間までは…。

「きみに生きててほしいんだ」そう笑った光太になぜ

か美桜は強烈に惹かれ、２人は恋人に。だがそれは偶

然ではなかった。遥かな時を超え、再び出逢えた運命

だった―。一途な純愛の物語。 

 

ゲーム部はじめました。/浜口倫太郎 

スポーツ強豪校の星海学園の高校１年生、

七瀬遊は身体が弱く運動ができない。運

動部のマネジャーになるのも気が進まな

い中、不思議なイラストが描かれた「ゲー

ム部」の勧誘チラシを発見する…。 

 

三千円の使いかた/原田ひ香 

就職して理想の一人暮らしをはじめた美帆。結婚前

は証券会社勤務だった姉・真帆。習い事に熱心で向

上心の高い母・智子。一千万円を貯めた祖母・琴子。

御厨家の女性たちは人生の節目とピンチを乗り越え

るため、お金をどう貯めて、どう使うのか？面白くて

役に立つ、「節約」家族小説。 

純喫茶「一服堂」の四季/東川篤哉 

鎌倉でひっそりと営業する古民家風喫茶「一服堂」。

エプロンドレス姿の美人店主は、恥ずか

しがり屋で人見知り。しかし、事件となる

とガラリと人が変わってしまう。動機に

は一切興味がない安楽椅子型の名探偵

が春夏秋冬の４つの事件を鮮やかに解く、連作シリー

ズ。続編『居酒屋「一服亭」の四季』も併せて読むとよ

り楽しい、ユーモアミステリー。 

 

星を掬う/町田そのこ 

「小学１年の時の夏休み、母と２人で旅を

した。その後、私は母に捨てられた。」ラ

ジオ番組の賞金ほしさに、ある夏の思い

出を投稿した千鶴。それを聞いて連絡し

てきたのは、自分を捨てた母の「娘」だと名乗る恵真

だった。この後、母・聖子と再会し同居することにな

った千鶴だが、記憶と全く違う母の姿を見ることに

なって…。『５２ヘルツのクジラたち』で本屋大賞を受

賞した著者の最新作。母と娘の物語。 

 

これでは数字が取れません/望月拓海 

伝説の放送作家、韋駄源太。彼が率い

る作家集団「韋駄天」の新人採用試験で、

番組作りへの情熱は誰にも負けない元

ヤン・大城了は、超あがり症の企画作り

の天才・乙木花史と出会った。パワハラ、過重労働な

ど、夢だけじゃなく闇もあふれるテレビ業界を描く、

熱くて笑えて最後に泣けるお仕事小説！ 

 

らんたん/柚木麻子 

大正最後の年。一色虎児は、渡辺ゆりに

プロポーズした。彼女からの受諾の条件

は、シスターフッドの契りを結ぶ師匠・河

井道と３人で暮らすというものだった―。

女子教育の草分け的存在の河井の生涯を描いた大

河小説。 

 

月夜の森の梟/小池真理子 

37 年間連れ添った夫の作家・藤田宜永氏を喪った

後の日々のエッセイ。作家夫婦は、大切な人の病と死

にどのように向き合ったのか―。 



韓国文学ガイドブック 

 

フィフティ・ピープル/チョン・セラン 

50 人のドラマがあやとりのように絡まり合う、めく

るめく連作短編小説集。 

 

四月のミ、七月のソ/キム・ヨンス 

哀しみの先にある少しの希望と未来を描く短編集。

2009 年李箱文学賞受賞「散歩する者たちの五つの

楽しみ」収録。 

 

ミシンの見る夢/ビアンカ・ピッツォルノ 

19 世紀末、階級社会のイタリア。身寄り

のない日雇いのお針子の少女が、お屋

敷に通って針仕事を請け負うなかで知

った、上流家庭の驚くべき秘密とは？ミ

シンひとつで力強く人生を切り開いた少女の波瀾万

丈の物語。 

 

〈マンガ〉 

数学ゴールデン １～３/藏丸竜彦 

青春の全てを数学に捧げる小野田春一

は、目標達成のため、周囲を遠ざけてき

た。彼の目標、それは「数学オリンピック」

の日本代表！高校に入学した小野田は

ある日、同じく数学を愛する女の子・七瀬から声を掛

けられて…。数学が苦手な人も楽しめる、数学オリン

ピックを目指す少年少女たちの熱い青春！ 

 

〈継続購入図書〉 

むかしむかしあるところに、 

やっぱり死体がありました。/青柳碧人 

本屋大賞にノミネートされた、日本昔話ミ

ステリの第2弾！「かぐや姫」「おむすびこ

ろころ」「わらしべ長者」「さるかに合戦」

「ぶんぶく茶釜」が、意外なミステリに。驚

きがいっぱいの短編集。 

 

虚構推理短編集 岩永琴子の純真/城平京 

テレビアニメ第２期決定の人気シリーズ。 

 

鬼人幻燈抄 大正編紫陽花の日々/中西モトオ 

探偵は御簾の中 鳴かぬ蛍が身を焦がす 

/汀こるもの 

夫はヘタレな警察トップ、妻は隠れた名探偵。政略結

婚から始まった両片思い夫婦が不可解な事件の真相

に迫る、平安ラブコメミステリー第２弾。 

 

通い猫アルフィーの贈り物/レイチェル・ウェルズ 

 

ミッドナイト・サン/ステファニー・メイヤー 

世界中で大ヒットした『トワイライト』の外

伝。ヴァンパイアであるエドワードの視点

で語られる、もうひとつの『トワイライト』。 

 

 

アンサングシンデレラ ７/荒井ママレ 

 

百姓貴族 ７/荒川弘 

 

天地創造デザイン部 ７/たら子 

 

応天の門 15/灰原薬 

 

〈哲学〉 

14歳からの個人主義/丸山俊一 

同調圧力に潰されず、自分を失わずに生

きるための思想と哲学を、夏目漱石、フ

ロム、荘子、モンテーニュ、西田幾多郎な

どから学ぶ。 

 

〈伝記〉 

ヒトラー/芝健介 

ヒトラーとは何者だったのか？ナチス・ドイツを多角

的に研究してきた著者が、最新の歴史資料を踏まえ

て「ヒトラー神話」を解き明かす。 

 

〈社会〉 

９０分でわかる経済のしくみ/長瀬勝彦 

 

教養としての政治経済学/井堀利宏 

 

地図とデータで見る人口の世界ハンドブック 

地図とデータで見る軍事戦略のハンドブック 



いまさら聞けないマーケティングの基本のはなし 

/松井剛 

「ことば」があらゆるマーケットを制する

「鍵」である。「ことば」の裏を読み解けば、

ビジネスを見極める新たな視点が手に入

る。一橋大学教授による、マーケティング

感覚を磨くための本。 

 

池上彰の世界の見方 中国/池上彰 

人口は世界一、GDP では世界第 2 位となった中国

の素顔を池上彰が徹底解説！ 

 

職務質問/古野まほろ 

疑われるのはどんな人？職務質問されたときの正し

い対処法とは？元警察官の著者が赤裸々に描く、

「街頭の真剣勝負」の全貌！ 

 

遊郭と日本人/田中優子 

人権無視の悲哀の場か、日本文化の聖域か―。江戸

学の第一人者による遊廓入門。 

 

日本学術会議の使命/池内了・ほか 

「学者の国会」ともいわれる日本学術会議。そもそ

もどんな存在なのかを解説し、また、学問の自由の

問題から課題や展望を考える。 

 

わたしは「セロ弾きのゴーシュ」/中村哲 

アフガニスタンで銃撃され亡くなった医

師・中村哲氏が、生前にＮＨＫ「ラジオ深夜

便」の６番組で語った貴重な証言録。ハン

セン病根絶計画から、空爆下の診療所開

設と水源確保事業、用水路開通まで率直

に語った。そして、自らを「セロ弾きのゴーシュ」に重

ねた意味とは…？ 

 

2021 年 10 月 クラス別貸出冊数 

〈教育〉 

教育論の新常識/松岡亮二・編著 

ＧＩＧＡスクール、子どもの貧困、ジェンダー、九月入

学など、今注目の20のキーワードを分かりやすく解

説。教育系の学部に進学したい人におすすめ。 

 

「私物化」される国公立大学/駒込武・編 

近年加速する大学の「ガバナンス改革」。学長を中心

としたトップダウン型経営は、教育現場をどう変えた

のか？国公立大学の今を、７つの大学の現場から報

告する。 

 

〈自然科学〉 

魚にも自分がわかる/幸田正典 

魚が鏡を見て、体についた寄生虫をとろうとする!?

「魚の自己意識」に取り組む世界で唯一の研究室が、

動物の賢さをめぐる常識をひっくり返す！ 

 

認知症世界の歩き方/筧裕介 

認知症のある方が経験する出来事を「旅のスケッチ」

と「旅行記」の形式にまとめた本。楽しみながら認知

症に対する理解を深めることができる。 

 

世界を救う mRNAワクチンの開発者 

カタリン・カリコ/益田ユリヤ 

新型コロナワクチン（mRNA ワクチン）を開発し、世

界を救った女性研究者カタリン・カリコ氏の生い立ち、

ワクチン開発の裏側、さらにはRNA研究の未来に迫

る１冊。 

 

未来の医療で働くあなたへ/奥真也 

医療未来学者である著者が、進歩する医療を紹介し、

これからの医師を目指す心構えや進路について指南

する。 

表紙画像：e-hon より 

 

 

教職員 

66冊 

 １組 ２組 ３組 ４組 ５組 ６組 7組 学年計 

１年 41 18 32 23 41 50 19 224 

２年 41 3 47 16 12 13 63 195 

３年 4 63 21 3 1 11 4 107 


