
夏休みをどう過ごそう？……そうだ、読書しよ！ 

さあ夏休みです。どう過ごしますか？1 学期の復習はもちろん、課題に部活にお

祭りにお家の手伝いにと大忙しのことでしょう。そんな時ですが、いつもよりは時

間はたっぷりありますよね。読書にはもってこいのこの季節！読書感想文という課

題もありますが、それをきっかけにいろんな本を読んでほしいですし、素敵な本と

出会ってほしいです。今回の新刊は図書委員が今井書店で選んできた本の紹介です。

さあどんな本があるかお楽しみに❤ ２学期、元気に会いましょう。ｂｙ司書 
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★の日は貸出も返却も自習もできます。利用してくださいね❤ 

閉館時の本の返却は図書館入口の「返却 BOX」に入れてください。 

❤夏休みの 

長期貸出を 
やってます。 

返却期限は 

８月21日まで、

【2学期始業日】

冊数制限なし 

読みたい本を 

読みたいだけ 

どうぞ！ 

 

 

 

  

【学び方】002-ｺ たった 1 分ですっきり

まとまるコクヨのシンプルノート術  

コクヨ株式会社 著 KADOKAWA 

日本でいちばんノートを売る会社が実践

する、最強のノートメソッド１００！方眼・

横線・無地、３種のノート本来の活用方法と、

コクヨ社員自らが実践する「成果があがるノ

ートの技術」１００メソッドを本邦初公開！ 

 

【社会】361-ｲ 広島の力 

岩中祥史 著 青志社 

カープという“世界遺産”級の集団を築き

上げた「広島」の風土と人の営み。そこを探

ってみたら、アッと驚くような「力」が、他

にもいっぱい見つかった！ 

 

【913 日本の小説】 

913-ｲ さようなら、猫  

井上荒野 著 光文社  

アパートに向かう途中の美那は、不審な男

女が猫の親子をさらう場面を目にし、残され

た仔猫を連れて帰ることに。ハッピーと名付

けた猫との生活は、荒んだ彼女の心を変えて

いく。ままならない人生と、その背後に見え

隠れする猫たちが織りなす物語を繊細に紡

いだ短編集。 

 

913-ｴ-1 カブキブ! 1 

榎田ユウリ 著 角川書店  

高校一年の来栖黒悟（クロ）は、祖父の影

響で歌舞伎が大好き。歌舞伎を部活でやって

みたい、でもそんな部はない。だったら創ろ

う！と、入学早々「カブキブ」設立を担任に

訴えるこんな青春したかった！ポップで斬

新なカブキ部物語、開幕！ 

 

913-ｵ 小鳥を愛した容疑者 

大倉崇裕  著 講談社 

銃撃を受けて負傷した警視庁捜査一課の

鬼警部補・須藤友三は、リハビリも兼ねて、

容疑者のペットを保護する警視庁総務部総

務課“動植物管理係”に配属された。そこで

コンビを組むことになったのが、新米巡査の

薄圭子。人間よりも動物を愛する薄巡査は、

現場に残されたペットから、次々と名推理を

披露する。テレビドラマの原作。 

913-ｵ ことり  

小川洋子 著 朝日新聞出版 

人間の言葉は話せないけれど、小鳥のさえ

ずりを理解する兄と、兄の言葉を唯一わかる

弟。二人は支えあってひっそりと生きていく。

慎み深い兄弟の一生を描く、優しく切ない、

著者の会心作。 

 

913-ｵ 神様の願いごと  

沖田円 著  スターツ出版 

夢もなく将来への希望もない高２の七槻

千世。ある日の学校帰り、雨宿りに足を踏み

入れた神社で、千世は人並外れた美しい男と

出会う。沖田円が描く、最高に心温まる物語。 

 

913-ｵ 春となりを待つきみへ 

沖田円 著 スターツ出版 

瑚春は、双子の弟・春霞を、５年前に事故

で亡くして以来、その死から立ち直れず、苦

しい日々を過ごしていた。そんな瑚春の前に、

ある日、冬眞という謎の男が現れ、次第に心

を許していく。やがて冬眞こそが、瑚春と春

霞とを繋ぐ“宿命の存在”だと知ることに―。

913-ｶ 浮雲心霊奇譚 赤眼の理 

神永学 著 集英社  

時は江戸末期。絵師を目指す青年・八十八

は、両眼をおおうように赤い布を巻いた男・

浮雲と出会う。布の下に隠した赤い両眼で死

者の魂が見えるという破天荒な浮雲と行動

を共にするうち、八十八の前には新たな世界

が見えてきた。幕末ミステリー、堂々開幕！ 

 

913-ｶ すべて真夜中の恋人たち 

川上未映子 著 講談社 

わたしは、人と言葉を交わしたりすること

にさえ自信がもてない。誰もいない部屋で校

正の仕事をする、そんな日々のなかで三束さ

んにであった―。究極の恋愛は、心迷うすべ

ての人にかけがえのない光を教えてくれる。 

 

913-ｶ ナースコール!  

こちら蓮田市リハビリテーション病院  

川上途行 著 ポプラ社  

埼玉県のリハビリテーション病院を舞台

に医師と療法士と看護師と患者、チーム医療

の中で成長していく看護師の爽やかで新し

い医療小説！ 



913-ｺﾞ 嘘の戦争  

後藤法子 脚本 KADOKAWA  

３０年前、家に押し入った男たちに家族を

殺された少年・浩一はつらい幼少期をすごす。

成人した浩一は、タイに渡り凄腕の詐欺師に

なった。ある日彼は家族を殺した真犯人“あ

ざのある男”をタイで偶然見かけ、復讐を誓

い日本に帰国。調べると怪しい事件関係者が

次々浮上した。浩一は彼らを社会的に抹殺す

べく、罠を仕掛け復讐を始める―。 

 

913-ｼ 検察側の罪人 上・下 

雫井脩介 著 文藝春秋  

とある殺人事件をめぐり、二人の検事が対

立。ベテラン検事の執念が一人の男を追い詰

める。人が人を裁くとはどういう事なのか。

雫井ミステリー最高傑作！ 

 

913-ﾀ ラストレシピ 麒麟の舌の記憶 

田中経一 著 幻冬舎  

第二次大戦中に天才料理人・直太朗が完成

させた究極の料理をよみがえらせてほしい

と依頼された、“最期の料理請負人”の佐々

木。彼はそれを“再現”する過程で、そのレ

シピが恐ろしい陰謀を孕んでいたことに気

づく。直太朗が料理に人生を懸ける裏で、歴

史をも揺るがすある計画が動いていたのだ。

美食に導かれ７０年越しの謎に迫る、感動の

傑作ミステリー！今秋映画化 

 

913-ﾀ 爆発まで残り 5分となりました 

棚谷あか乃 著 スターツ出版 

卒業式前日、３年生の夏仍のまわりでおか

しな出来事が立て続けに起きた。不安なまま

迎えた卒業式当日、夏仍たちは「教室をひと

つずつ爆発する」という恐ろしいアナウンス

を聞く。さらに目の前で先生が死に、パニッ

クになる生徒たち。幼なじみの悠真と爆発か

ら逃げ続ける夏仍だが…。命がけのゲームが、

今はじまる。 

913-ﾀ 追伸ソラゴトに微笑んだ君へ 

田辺屋敷 著 KADOKAWA 

二学期初日。空虚な日々を送っていた俺、

篠山マサキは混乱した。慣れた様子で教室へ

突然現れたのは、俺の記憶にだけ存在しない

少女。だから俺は―風間ハルカを消すことに

した。第２９回ファンタジア大賞“金賞＋審

査員特別賞”受賞作 

 

913-ﾁ 優しい死神の飼い方 

知念実希人 著 光文社  

犬の姿を借り、地上のホスピスに左遷…も

とい派遣された死神のレオ。戦時中の悲恋。

洋館で起きた殺人事件。色彩を失った画家。

死に直面する人間を未練から救うため、患者

たちの過去の謎を解き明かしていくレオ。し

かし、彼の行動は、現在のホスピスに思わぬ

危機を引き起こしていた―。天然キャラの死

神の奮闘と人間との交流に、心温まるハート

フルミステリー。 

 

913-ﾅ トリガール! 

中村航 著 KADOKAWA 

ひょんなことから人力飛行機サークルに入

部した大学１年生・ゆきな。エンジョイ＆ラ

ブリィな学生生活を送るはずが、いつしかパ

イロットとして鳥人間コンテストの出場を

めざすことに。個性豊かな仲間と過ごす日々

には、たった１度のフライトにつながる、か

けがえのない青春が詰まっていた。年に１度

の大会で、ゆきなが見る景色とは―。恋愛小

説の旗手が贈る、傑作青春小説。映画原作。 

 

913-ﾊ 22年目の告白 私が殺人犯です 

浜口倫太郎 [著] 講談社  

編集者・川北未南子の前に突如現れた

美青年・曾根崎雅人。彼から預かった原稿は、

時効となった連続殺人事件の犯行を告白し

たものだった。その残忍な犯行記録『私が殺

人犯です』はたちまちベストセラーとなり、

曾根崎は熱狂をあおるかのように世間を挑

発し続ける。社会の禁忌に挑む小説版『２２

年目の告白』。 

 

913-ﾌ バイオハザード  ヴェンデッタ 

深見真 著 KADOKAWA 

大学教授のレベッカは「死者がよみがえり、

凶暴化する」一連の事件の治療薬の開発に成

功した。その直後に彼女は国際指名手配犯グ

レン・アリアスに身柄を拘束されてしまう。

アリアスの真の目的がバイオテロだとつか

んだ、対バイオテロ部隊所属のクリスと米大

統領直轄のエージェント・レオンは、彼の策

略の阻止とレベッカの救出のため、ＮＹへと

向かう―。血塗られた復讐劇を同作映画脚本

の深見真自ら完全ノベライズ！ 

 

913-ﾏ シャンプーと視線の先で  

夢解き美容師、葉所日陰  

枕木みる太  著 KADOKAWA 

表参道の裏路地にある、隠れ家的な美容室

の『夢やうつつ』。そこで働く葉所日陰は、

鏡越しにしかお客さんと目を合わせられな

いほど内向的だが、かつてはトップモデルの

ヘアメイクも担当したほどの腕前。さらに、

彼のシャンプーは、シャンプーの最中にお客

の悩みが夢となって視えるらしい。お客さん

の悩みを解決するため、最高のヘアスタイル

を生み出す。 

 

913-ﾏ さよなら神様  

麻耶 雄嵩 著 文藝春秋 

「犯人は○○だよ」。クラスメイトの鈴木

太郎の情報は絶対に正しい。やつは神様なの

だから。神様の残酷なご託宣を覆すべく、久

遠小探偵団は事件の捜査に乗り出すが…。衝

撃的な展開と後味の悪さでミステリ界を震

撼させ、本格ミステリ大賞に輝いた超話題作。

他の追随を許さぬ超絶推理の頂点がここ

に！第１５回本格ミステリ大賞受賞。 

913-ﾔ スピン  

山田悠介 著 角川書店 

ネットで知り合った、顔を知らない６人の

少年たち。「世間を驚かせようぜ」その一言

で、彼らは６都市で同時刻にバスジャックを

開始した。そんなバスに運悪く乗り合わせた

のは、正月早々バイトをクビになった無職の

奥野修一。コンビニで万引きをしてしまい、

店員から逃げたあげくに乗り込んだバスが、

ジャックされてしまったのだ。少年たちの目

的地は東京タワー。果たして６台のバスの結

末と、乗り合わせた乗客の運命は―。 

 

913-ﾖ 花のベッドでひるねして  

よしもとばなな 著 幻冬舎  

海辺で拾われた捨て子の幹は、血の繋がら

ない家族に愛されて育った。祖父が残したＢ

＆Ｂで忙しく働きながら幸せに過ごしてい

たが、廃墟のビルに明かりが点いてから不穏

な出来事が起こり始める。両親の交通事故、

夢に出る気味の悪いうさぎ、玄関前に置かれ

る小石…。歪んだ世界を、小さな村の平凡な

営みが正してゆく。希望が芽吹く傑作長編。 

 

【フランス小説】953-ﾑ 美女と野獣  

ボーモン夫人 著] 新潮社  

裕福な商人の末娘ベルは、とびきりの美貌

と優しい心根の持ち主。ある日、父親が見る

も恐ろしい野獣に捕えられると、彼女は身代

わりを買って出た。ベルに恋をした野獣は、

正直さに心を打たれて彼女を家族の許に返

すが、喪失の悲しみに身を焦がし、命を捨て

ようとする。その姿を目の当たりにしたベル

はある決意をする―。人生の真実を優しく伝

え、時代と国を超えて愛され続ける物語１３

篇。 
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