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〈文学〉 

あの日、あの駅で。駅小説アンソロジー 

ほしおさなえ、岡本千紘、崎谷はるひ、

奈波はるかによる、「駅」をテーマにし

たアンソロジー。ありふれた駅のかけが

えのない物語全４編。 

 

教室が、ひとりになるまで/浅倉秋成 

北楓高校で起こった生徒の連続自殺。１

人は学校のトイレで首を吊り、２人は校

舎から飛び降りた。ショックから不登校

になった幼馴染みの自宅を訪れた垣内は、

彼女から「３人とも自殺なんかじゃない。みんな殺

された」と告げられ、真相究明に挑むが･･･。スリ

リングな展開に、一気読み必至の青春ミステリ。 

 

あめつちのうた/浅倉宏景 

運動が苦手な雨宮大地は、家族への鬱屈

を抱えながら、甲子園球場の整備を請け

負う阪神園芸へと入社する。ところが仕

事は失敗続き。大地は、同じく「選べな

かった」運命に思い悩む仲間たちと関わり合いなが

ら、自らの弱い心を掘り起こすように土へ向き合っ

ていく―。甲子園を陰で支えるグラウンドキーパー

の物語です。華やかな仕事ではないけれど、プロと

しての誇りを持って仕事をする職人たちの姿に、胸

が熱くなります。 

祈り/伊岡瞬 

東京になかなか馴染めない 25 歳の楓太

は、ある日公園で信じられない光景を目

にする。炊き出しのうどんを食べる中年

男・春輝が箸を滑らせたその瞬間･･･。

田舎者の劣等感を抱える若者と、望まない力を持つ

がゆえ暗い過去を背負って生きてきた中年男の人

生が交錯するとき、心震える奇跡が起きる。 

 

邦人奪還 自衛隊特殊部隊が動くとき/伊藤祐靖 

騒乱に乗じてミサイル発射を企む北の

軍部に、米国はピンポイント爆撃へと動

き出す。だがその標的近くには、日本人

拉致被害者がいた。日本は、この事態に

対峙できるのか―？元自衛隊特殊部隊員が、政府の

動きから作戦行動の詳細までを完全シミュレーシ

ョンした迫真のサスペンス小説。 

 

僕の目に映るきみと謎（オカルト）は/井上悠宇 

僕の幼馴染、祀奇恋子は、謎を視て怪異

を解き明かす「霊能探偵」だ。ある時、

僕たちの通う高校で生徒の連続自殺が

起きた。恋子は５Ｗ１Ｈを駆使して怪異

を暴く、「除霊推理」に挑むことを決める。怖がり

のくせに逃げない幼馴染を守るため、僕も助手とし

て調査を始めるが･･･。怖さ初級のホラー小説。ち

ょっぴり怖い話が読みたい人におすすめです。 

校内読書週間 2020開催中 

11月 9日（月）まで！ 

ナンバーくじや雑誌のバックナンバープレゼントなど、 

楽しいイベントを行っています。 

ぜひ図書館に遊びに来てください。 

 



青ノ果テ 花巻農芸高校地学部の夏/伊与原新 

東京から深澤が転校してきて、何もかも

おかしくなった。壮多は怪我で「鹿踊り

部」のメンバーを外され、幼馴染みの七

夏は突然姿を消した。そんな中、壮多は

深澤と先輩の３人で宮沢賢治ゆかりの地を巡る自

転車旅をすることになり･･･。『銀河鉄道の夜』の世

界観が上手くミックスされた青春小説。天体や地学

が好き、宮沢賢治が好き、悩める若者が好きな人は

是非読んでみてください。 

 

ミッドナイトスワン/内田英治 

トランスジェンダーの凪沙はある日、育

児放棄にあっていた少女・一果を預かる

ことになり･･･。草彅剛主演映画のノベ

ライズ。 

 

日没/桐野夏生 

小説家・マッツ夢井のもとに届いた一通

の手紙。それは「文化文芸倫理向上委員

会」と名乗る政府組織からの召喚状だっ

た。出頭先に向かった彼女は療養所へと

収容される。「社会に適応した小説」を書けと命ず

る所長。終わりの見えない軟禁の悪夢。孤独な闘い

の行く末は･･･。当世の不穏な空気を批判したディ

ストピア小説。覚悟して読んでください。 

 

デルタの羊/塩田武士 

アニメ製作プロデューサー・渡瀬智哉は、

念願だったＳＦ小説『アルカディアの翼』

のテレビアニメ化に着手する。しかし業

界の抱える課題が次々と浮き彫りとな

り、窮地に追い込まれる。一方、フリーアニメータ

ーの文月隼人は、ある理由から波紋を広げる「前代

未聞のアニメ」への参加を決意するが…。アニメ業

界の裏側が分かる、熱気あふれるお仕事小説。 

 

ルビィ/重松清 

自殺を図ったダザイさんは、少女・ルビィと出会っ

た。天国に行くためには７人の命を救わなければな

らないというルビィの旅に付き合わされたダザイ

さんは･･･。命の哀しさと尊さに涙する感動作。 

きみの知らない十二ヶ月の花言葉 

/櫻いいよ・いぬじゅん 

廃部間近の園芸部で出会った僕と風花。

花が咲くように柔らかく笑う風花との

出会いは運命だった。春夏秋と季節は巡

り、僕らは恋に落ちる。けれど幸せは長

くは続かない。僕の身体を病が蝕んでいたから･･･。

恋愛小説の名手であるいぬじゅんと櫻いいよが男

女の視点を交互に描く、泣ける純愛小説。 

 

思い出とひきかえに、君を/柴野理奈子 

高１のひまりが片想い中の陸斗に告白

しようとした日、事故にあった陸斗は、

約束の時間に現れなかった。その日、ひ

まりは「思い出とひきかえに願いを１つ

叶えてくれる」という不思議なお店に迷いこむ。陸

斗を助けるため、彼との思い出を売るひまり。しか

し、２人にとって大事な出来事の記憶まで失い、陸

斗とすれ違ってしまい･･･。キュンと切ない恋物語。 

 

どうぞ愛をお叫びください/武田綾乃 

「ユーチューバーやろうぜ」。幼馴染の

発した一言が、僕らの物語のはじまりだ

った―。男子高校生 4人がゲーム実況に

参戦し、試行錯誤の末、人気実況者への

道を歩き始める。だが、4 人の間には不穏な空気が

流れ始め、やがてある事件が勃発し･･･。等身大高

校生のリアルな青春小説。 

 

薬屋のひとりごと/日向夏 

大陸の中央に位置するとある大国。花街

で薬師をやっていたが、現在後宮で下働

き中の猫猫（マオマオ）が宮中で起こる

事件を解決する中華風ミステリ。 

 

この本を盗む者は/深緑野分 

本の街・読長町の名所、御倉館から蔵書

が盗まれた。発動した呪いにより物語に

侵食されていく街を救うため、本嫌いの

少女・深冬は様々な本の世界を冒険して

いく―。ジャンルを超えて物語の豊かさを味わわせ

てくれる１冊。本好きの人におすすめです。 



すみれ屋敷の罪人/降田天 

長らく手付かずだった戦前の名家・旧紫

峰邸の敷地内から発見された白骨死体。

そこで暮らしていた屋敷の主人と３人

の姉妹たちは、終戦前に東京大空襲で亡

くなったはずだった。死体は一体誰なのか？かつて

の女中や使用人たちが語る、一族の華やかな生活、

忍び寄る軍靴の響き、突然起きた不穏な事件･･･。

やがて戦下に埋もれた真実が明らかになっていく

―。本格推理小説が好きな人は是非読んでみて。 

 

SIGNAL（シグナル）/山田宗樹 

史上初めて地球外知的生命体が確認さ

れた。300 万光年先から地球へ向けて送

信されるシグナルの正体とは？かつて

ない事態に直面した人類に、「彼ら」は

何を伝えようとしているのか？本格 SF長編。 

 

ザリガニの鳴くところ/ディーリア・オーエンズ 

ノース・カロライナ州の湿地で男の死体

が発見された。人々は「湿地の少女」と

呼ばれるカイアに疑いの目を向ける―。

６歳で家族に見捨てられ、湿地の小屋で

たったひとり生きなければならなかったカイアの

過去のパートと、殺人事件が起こった現在のパート

が交互に語られ、そして思いもかけない結末が読者

を襲う。鮮やかな自然描写と少女の成長、ミステリ

が絡み合う、2019年アメリカのベストセラー。 

 

偶然仕掛け人/ヨアブ・ブルーム 

指令に基づき、偶然の出来事が自然に引

き起こされるよう暗躍する秘密の存在、

「偶然仕掛け人」。新米偶然仕掛け人の

ガイは、同期生のエミリー、エリックと

共に日々業務をこなしていた。しかし、ある日おか

しな指令が届いて･･･。世界 16ヵ国で出版されてい

る、イスラエル発の大ヒット作。 

 

Scream！絶叫コレクション  

震える叫び/不気味な叫び 

全米の第一線で活躍するホラー作家ミステリ作家

20人が競作した、ホラー小説集。 

〈継続購入図書〉 

Another（アナザー）2001/綾辻行人 

夜見北中３年３組を襲ったあの「災厄」

から３年。春からこのクラスの一員とな

る生徒の中には、あの夏、見崎鳴と出会

った少年・想の姿があった。「死者」が紛

れ込む「現象」に備え、今年は特別な「対策」を講

じたが･･･。大人気学園ホラーの新作！ 

 

インド倶楽部の謎/有栖川有栖 

臨床犯罪学者・火村英生が論理の糸を手繰る「国名

シリーズ」最新作。 

 

閻魔堂沙羅の推理奇譚 ２～７/木元哉多 

中条あやみ主演ドラマの原作小説。 

 

臥竜は漠北に起つ 金椛国春秋/篠原悠希 

 

君と漕ぐ ３/武田綾乃 

 

天久鷹央の事件カルテ 神話の密室/知念実希人 

 

Re:ゼロから始める異世界生活 24/長月達平 

 

いらっしゃいませ下町和菓子栗丸堂２ 

聖徳太子の地球儀/似鳥航一 

 

転生したらスライムだった件/伏瀬 

 

その裁きは死/アンソニー・ホロヴィッツ 

実直さが評判の弁護士が殺害された。裁

判の相手方が口走った脅しに似た方法

で。主人公、アンソニー・ホロヴィッツ

は、元刑事の探偵ホーソーンによって、

奇妙な事件の捜査に引きずりこまれ･･･。年末ミス

テリ賞を総ナメにした『メインテーマは殺人』に続

く、シリーズ第 2弾。今、面白い推理小説が読みた

いならホロヴィッツを読め！ 

 

ちはやふる 45/末次由紀 

 

ブルーピリオド ８/山口つばさ 



〈書物〉 

書物の破壊の世界史/フェルナンド・バエス 

戦争や迫害、検閲だけでなく、数多の天

災・人災、書写材の劣化、害虫による被

害、人間の無関心さによる、世界中の書

物の破壊の歴史をたどった１冊。 

 

〈自伝〉 

渋沢栄一自伝/渋沢栄一 

来年の大河ドラマのモデルであり、新一万円札の顔

となる「日本資本主義の父」渋沢栄一の自伝。 

 

〈生き方〉 

この世を動かす暗黙のルール 

人づきあいが苦手な人のための物語/岡田尊司 

生きにくさを感じているあなたに伝え

たいこの世の中を動かす 8 つのルール。

人生の幸不幸を左右する「暗黙のルール」

を、『愛着障害』『パーソナリティー障害』

などの著者、岡田尊司が物語形式で分かりやすく伝

える。人間関係に悩んでいる人におすすめです。 

 

〈社会〉 

アジアの国民感情/園田茂人 

10年以上にわたる日中韓・台湾・香港・東南アジア

諸国などへの初の継続調査から、各国民の他国・地

域への感情・心理を明らかにする。台頭する中国へ

の意識、日本への感情、米中関係への思い、隣国へ

の敵対意識など様々な事実を提示。データと新しい

視点から国際関係を描き出す。 

 

ルポ入管/平野雄吾 

入管施設などの入管行政と日本に住む外国人の実

態が分かる本。外国人労働者の受け入れを拡大する

中、日本社会が抱える問題を明らかにする。 

大阪が日本を救う/石川智久 

近年、低迷を続ける関西経済の逆襲が始まった。イ

ノベーションが生まれる「にしなかバレー」と「う

めきた」、スーパーシティ「夢洲」の可能性、イン

バウンドで大きく変わった「あいりん地区」･･･。

変わる大阪の姿に迫る。 

 

子どもを守る仕事/佐藤優・遠藤久江・池上和子 

保育士、教員、児童養護施設職員、児童

相談所職員、里親など、子どもの命と生

活を守る職業の魅力と意義、働き方を考

える本。中高生向けに分かりやすく書い

てあるので、児童福祉に興味がある人は是非読んで

みてください。 

 

〈教育〉 

教室へのＩＣＴ活用入門/藤本かおる 

ＩＣＴについての基本の解説から、歴史的概観、授

業へ取り入れ方、目的にあわせた反転授業などのや

り方、便利なツールなどを紹介する。 

 

〈栄養〉 

教えて！栄養素男子 

栄養素の特徴を擬人化した 50 人の「栄

養素男子」たちが、自分の役割や能力を、

時にやさしく、時に厳しく教えてくれる

から、胸キュンしながら楽しく栄養学を

学べる！イラストを眺めるだけでも楽しいですよ。 

 

〈芸術〉 

もっと知りたい鳥獣戯画/板倉聖哲 

 

世界のダンジョン 冒険をめぐる情景 

ゲームやアニメに出てきそうな風景の写真集。 

表紙画像：e-honより 

2020年９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 17 30 4 0 25 78 19  173 

２年 11 7 8 13 31 0 37  107 

３年 5 10 11 61 13 11 9 0 120 

（教職員 87冊） 


