
 

 

小倉高校図書館 

2021年 3月 

 

〈文学〉 

青天を衝け １/大森美香 

2021年大河ドラマのノベライズ。渋沢栄一の熱き青

春の日々を描く。 

 

教室に並んだ背表紙/相沢沙呼 

中学校の図書室を舞台に、読書との出会

いで変わっていく少女たちの心模様を

描いた連作短編集。友達との関係や将来

について悩んだときは手にとってみて

ください。読めば心が少し軽くなる、温かくて優し

い物語です。 

 

読書嫌いのための図書室案内/青谷真未 

読書が嫌いな高校生の浩二は、ひょんな

ことから本好き女子の蛍と共に、廃刊久

しい図書新聞の再刊を任されてしまう。

新聞を作るうち、学校のある秘密に触れ

て･･･。高校生の青春と秘密の物語。 

 

お探し物は図書室まで/青山美智子 

仕事や人生に行き詰まりを感じている

５人が訪れた、町の小さな図書室。彼ら

の背中を、不愛想だけど聞き上手な司書

さんが、思いもよらない本のセレクトと

可愛い付録で後押しする。明日への元気が湧いてく

る物語です。本屋大賞ノミネート作品。 

 

八月の銀の雪/伊与原新 

就活中の大学生や子育て中のシングル

マザーが、偶然にも科学の揺るぎない真

実に触れて、傷ついた心に希望の灯りを

ともす短編集。『博士の愛した数式』の

ような、科学的でロマンチックな小説が好きな人に

は絶対おすすめです。本屋大賞ノミネート作品。 

哀愁しんでれら もう一人のシンデレラ 

/秋吉理香子 

映画『哀愁しんでれら』を原案に、イヤミスの女王

が新たに生みだした「もう一人のシンデレラ」。 

 

汚れた手をそこで拭かない/芦沢央 

始まりはささやかな秘密だったのに、気

付かぬうちにじわりじわりと「お金」の

魔の手はやってきて、見逃したはずの小

さな綻びは、ごく普通の人々の心を絡め

取り、蝕んでいく―。人の心の裏側をのぞき込む、

ミステリ短編集。 

 

未来職安/柞刈湯葉 

今よりちょっと先の未来、国民は 99％の

働かない「消費者」と、働く１％のエリ

ート「生産者」に分類されている。労働

の必要はないけれど仕事を斡旋する職

安の需要は健在。様々な事情を抱えた消費者が、今

日も仕事を求めて職安にやってくる―。ほっこり楽

しい近未来型お仕事小説。 

 

アクティベイター/冲方丁 

羽田空港に突如、中国のステルス爆撃機

が飛来した。女性パイロットは告げる。

「積んでいるのは核兵器だ」と。これは

テロか、宣戦布告か―。展開予測不能の

国際サスペンス！ 

 

踊るジョーカー/北山猛邦 

密室から黒猫を取り出す方法/北山猛邦 

世界一気弱な名探偵・音野と推理作家の白瀬は、今

日もお弁当のおにぎりを携え事件現場に向かう。面

倒見のいい白瀬と気弱な音野のやりとりが楽しい、

キュートでコミカルなミステリシリーズです。 



倒錯のロンド 完成版/折原一 

受賞間違いなし、と自信を持って推理小

説新人賞に応募しようとした作品が盗

まれてしまった！そして同タイトルの

作品が受賞作に。原作者がいくら盗作だ

と主張しても誰も信じてくれず、原作者は執念で盗

作者を追いつめる･･･。叙述ミステリの名手の「原

点」が、32年越しに完成！ 

 

元彼の遺言状/新川帆立 

「僕の全財産は、僕を殺した犯人に譲る」

奇妙な遺言状を残して、大手製薬会社の

御曹司・森川栄治が亡くなった。学生時

代に彼と３ケ月だけ交際していた弁護

士の剣持麗子は、犯人候補に名乗り出た栄治の友人

の代理人として、森川家主催の「犯人選考会」に参

加することとなった。数百億円ともいわれる遺産の

分け前を獲得すべく、麗子は自らの依頼人を犯人に

仕立て上げようと奔走するが―。第 19 回『このミ

ステリーがすごい！』大賞受賞作。 

 

心淋し川/西條奈加 

江戸、千駄木町の一角は心町と呼ばれ、

そこには「心淋し川」と呼ばれる小さく

淀んだ川が流れていた。川のどん詰まり

には古びた長屋が建ち並び、そこに暮ら

す人々もまた、人生という川の流れに行き詰まり、

もがいていた―。第 164回 直木賞受賞作。 

 

深夜の博覧会 昭和 12年の探偵小説/辻真先 

昭和 12 年５月、銀座で似顔絵描きをし

ながら漫画家になる夢を追いかける那

珂一兵のもとを、帝国新報の女性記者が

訪ねてくる。開催中の名古屋汎太平洋平

和博覧会の取材に同行して挿絵を描いてほしいと

いうのだ。取材の最中、名古屋にいた女性の足だけ

が東京で発見されたとの知らせが届いて･･･。ミス

テリ界で話題となった『たかが殺人じゃないか 昭

和 24 年の推理小説』の前日譚。 

 

ギフト/原田マハ 

日常に潜む小さな幸せを描いた短編集。 

それをＡＩと呼ぶのは無理がある/支倉凍砂 

生まれたときからＡＩに囲まれて育っ

てきた少年少女たち。今より少し少し未

来の、今より少し科学が発展した世界で、

それでも変わらず恋をする高校生たち

の甘酸っぱい青春。『狼と香辛料』の著者はじめて

の青春群像劇。 

 

火喰い鳥を、喰う/原浩 

信州で暮らす久喜雄司に届いた、太平洋

戦争末期に戦死した大叔父の日記。「死

者の日記」が届けられた日を境に、久喜

家の周辺では異常現象が頻発し･･･。第

40 回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞大賞受賞作。 

 

彼女は僕の「顔」を知らない。/古宮九時 

死者複数名を出した凄惨なキャンプ場

放火事件から 10 年。僕の前に、同じ事

件の生存者・静葉が転校生として現れる。

事件当日遭遇した犯人らしき人物を探

しに来たと言う静葉だが、彼女は人の顔が認知でき

ない病だった･･･。 

 

監獄に生きる君たちへ/松村涼哉 

廃屋に閉じ込められた６人の高校生た

ち。そこには僅かな食糧と手紙だけがあ

った。「私を殺した犯人を暴け」差出人

は真鶴茜。７年前の花火の夜、この場所

で死んだ恩人だった。謎の残る不審な事故だったが、

今更誰が何のために？恐怖の中、脱出のために６人

はあの夜の証言を重ねていく―。全ての証言が終わ

る時、衝撃の真実が暴かれる！ 

 

ワンダフル・ライフ/丸山正樹 

事故による頸髄損傷で、寝たきりの妻を

自宅で介護している「わたし」。１年限

定で始めた妊活が実らなかった夫婦。不

倫相手の子を身ごもった女性。障害を隠

して女子大生とパソコン通信で交流する脳性麻痺

の青年。様々な悩みを抱えた男女の人生が交錯し、

慟哭のラストに繋がる･･･。今まで触れたことのな

い、新鮮な驚きと気づきを与えてくれる作品です。 



アンブレイカブル/柳広司 

「蟹工船」の取材と執筆に熱中するプロ

レタリア文学の旗手・小林多喜二。反社

会的、非国民的思想犯として特高に監視

される反戦川柳作家・鶴彬。同業他社の

知人たちに不可思議な失踪が続き、怯える編集者・

和田喜太郎。在野にありながら、天才的な論考を発

表し続ける、稀代の哲学者・三木清。太平洋戦争の

軍靴の響きが迫るなか、罪状捏造に走る官憲と、信

念を貫く男たちとの闘いが始まった･･･。『ジョーカ

ー・ゲーム』の著者による歴史スパイ・ミステリ。 

 

自転しながら公転する/山本文緒 

東京で働いていた 32 歳の都は、親の看

病のために実家に戻り近所のモールで

働き始めるが、両親との関係も、仕事も、

恋も、上手くいかないことばかりで･･･。

ままならない時代を生きる女性の、等身大の恋愛小

説。本屋大賞ノミネート作品。 

 

眠れる美女たち 上・下 

/スティーヴン・キング＆オーウェン・キング 

世界を奇妙な疫病が襲いはじめた。それは女たちだ

けに災いする病。ひとたび眠りにつくと、女たちは

奇妙な繭状の物質に覆われ、目を覚まさなくなる。

繭を破って目覚めさせられた女たちは何かに憑か

れたかのように暴力的な反応をみせる･･･。スティ

ーヴンキングと、その息子オーウェン・キングの初

の共作。圧倒的パンデミック・ホラー巨編。 

 

大人になるまでに読みたい 15歳の詩 １～６ 

大人になるまでに読みたい 

15歳の短歌・俳句・川柳 １～３ 

大人になるまでに読みたい海外の詩 １・２ 

 

飼育少女 １～３/仲川麻子 

生物教師の対馬先生にある日突然呼び出された女

子高生の鯉住のぞみは、なぜかヒドラをたくされる。

その日から、のぞみは「飼育少女」となり、様々な

生物と出逢い格闘する日々に明け暮れるのであっ

た･･･。ちょっと変わった生き物の生態を学べる生

物飼育マンガ。川津先生おすすめ。 

〈継続購入図書〉 

戦争と平和 ４/トルストイ 

神様の御用人 ９/浅葉なつ 

８６-エイティシックス- ９/安里アサト 

ホーンテッド・キャンパス 最後の七不思議/櫛木理宇 

りゅうおうのおしごと！ 14/白鳥士郎 

声優ラジオのウラオモテ ４/二月公 

薬屋のひとりごと 10/日向夏 

阿・吽 12・13/おかざき真里 

ペリリュー-楽園のゲルニカ- 10/武田一義 

ドラゴン桜２ 14/三田紀房 

 

〈名言集〉 

マンガでわかる！10代に伝えたい 

人生を前に進める名言集/定政敬子 

ジョン・レノン・大谷翔平・黒柳徹子・

レディガガなど、「すごい人たち」が悩

んだときの言葉、支えられた言葉をマン

ガで紹介。ひとつの名言が１ページで紹

介されているのでサクサク読めます。刺さる名言が

たくさん紹介されているので、是非、自分のための

名言を探してみてください。『マンガでわかる！10

代に伝えたい名言集』と併せてどうぞ。 

 

〈歴史〉 

地図とタイムラインで読む第２次世界大戦全史 

ナチス侵攻、北アフリカ戦線、独ソ戦、

太平洋戦争の戦場と戦況の推移が分

かる！タイムラインと地図を連動し、

時間と場所をつなげて理解できる！

戦場・兵器・事件・人物などの写真資料も充実。 

 

〈社会〉 

池上彰の世界情勢 2021/池上彰 

刻々と変化する世界情勢を分かりやすく解説する。 

 

地域衰退/宮﨑雅人 

長野県須坂市、同県王滝村、群馬県南牧村などの事

例を通して、基盤産業の衰退後に地域が辿ってきた

「衰退のプロセス」を詳細に検証。国の「規模の経

済」に基づいた政策誘導が逆に危機を深刻化させて

いる実態を明らかにする。 



人新世の「資本論」/斎藤幸平 

人類の経済活動が地球を破壊する「人新

世」=環境危機の時代。環境破壊を阻止す

るためには資本主義の際限なき利潤追求

を止めなければならないが、資本主義を

捨てた文明に繁栄などありうるのか？ヒントは、著

者が発掘した晩期マルクスの思想の中に眠ってい

た･･･。2021 年新書大賞第１位。 

 

ブルシット・ジョブ クソどうでもいい仕事の理論 

/デヴィッド・グレーバー 

ムダで無意味な仕事が増えているのは

なぜか？社会の役に立つ仕事ほどどう

して低賃金なのか？これらの謎を解く

鍵はすべて、ブルシット・ジョブ（クソ

どうでもいい仕事）にあった！証言・データ・人類

学的知見を駆使しながら、現代の労働のあり方を鋭

く分析批判する。 

 

北欧の幸せな社会のつくり方  

10代からの政治と選挙/あぶみあさき 

多数の写真とともに北欧民主主義を読み解く。 

 

地域を変えるソーシャルワーカー/朝比奈ミカ・他 

子ども、高齢者、障がい者、生活に困窮する人たち

を日々地域で支えている民間や自治体などのソー

シャルワーカー。コロナ禍の各地での実践、法的な

裏付け、よりよい暮らしのための新たな試みを具体

的に語る。社会福祉に興味がある人におすすめ。コ

ンパクトにまとめられていて読みやすいです。 

 

ヤングケアラー わたしの語り/澁谷智子 

10代の頃に家族のケアを経験した当事者７人が、そ

れぞれの経験を語った本。 

 

ステレオタイプの科学/クロード・スティール 

本人も無自覚のうちに社会の刷り込みを内面化し、

パフォーマンスが下がってしまう現象「ステレオタ

イプ脅威」。社会心理学者が、そのメカニズムと対

処法を解明する。 

 

学校が「とまった」日/中原淳・監修 

異例の全国一斉休校時の、生徒、保護者、

教員、ＮＰＯ法人など、あらゆる当事者

の証言とデータ分析から見えてきた、学

びを支えるためのヒントとは？ 

 

〈自然科学〉 

スマホ脳/アンデシュ・ハンセン 

スティーブ・ジョブズはなぜわが子に iPad を触ら

せなかったのか？脳科学の最新研究から明らかに

なる恐るべき真実とは？ 

 

とてつもない数学/永野裕之 

天才数学者たちの知性の煌めき、絵画や音楽などの

背景にある芸術性、ＡＩやビッグデータを支える有

用性･･･。身近な話題を導入に、数学の魅力を読み

やすい文章で解き明かす数学読み物。 

 

〈料理〉 

太らないスープ弁当＆夜遅スープ 103 レシピ 

 

〈写真集〉 

砂漠の天使スナネコ 

世界最小級の野生ネコ、スナネコの

魅力がたっぷり詰まった写真集。野

生の生態や動物園の裏側がわかるコ

ラムもあります。 

 

表紙画像：e-honより 

2021年２月 クラス別貸出冊数  

 １組 ２組 ３組 ４組 ５組 ６組 7組 ８組 学年計 

１年 5 24 1 2 25 3 2  62 

２年 4 8 7 10 34 0 24  87 

３年 16 21 6 17 10 4 6 0 80 

（教職員 55冊） 


