
【生き方】

159-ｶ 自分に気づく心理学  

幸せになれる人・なれない人  

加藤諦三 著 PHP 研究所  

人づきあいがうまくいかない理由、絶え

ず心を襲う不安や不機嫌の原因は、心の奥

底に抑圧された“依存性”にある。自分の中

で満たされていなかったものに気づき、偽

りの生き方をやめたとき、新たな人生が開

ける…。 

【仏教】188-ｻ 一日一生  

酒井雄哉 著 朝日新聞出版 

現代の“生き仏”と称される酒井雄哉・大

阿闍梨の慈雨の言葉。なぜ生きるのか。どう

生きるべきか。苦しみや死をどう受け止め

たら良いのか。人生に迷い悩むすべての人

に。 

【日本史】210.1-ﾎ 本当は怖い日本史  

堀江宏樹 著 三笠書房  

時代を動かした人物の知られざる「裏の

顔」、正義を体現すべき権力がはらむ大いな

る闇、いまだ解き明かされない「史実の謎」

が示すもの、歴史のはざまに見え隠れする

怨霊や呪詛、人々を惑わし続けた愛憎と謀

略―…これまでの“日本史観”が、ひっくり

返る！ 

【伝記】289-ﾏ 人生の勝算 

前田裕二 [著] 幻冬舎  

お金を稼ぐために始めた路上ライブで、

少年は人生とビジネスの本質を知った―。

人は絆にお金を払うと気づいた少年期から、

ニューヨークで奮闘した外資系銀行員時代、

仮想ライブ空間「ＳＨＯＷＲＯＯＭ」立ち上

げ前夜、ＳＮＳのもたらす未来、己の人生の

コンパスまで。大注目の若き起業家が全力

で綴った、魂が震え、涙が溢れるビジネス書。 

【映画】778-ｶ ブレスト  

川村元気 [著] KADOKAWA 

もし、いきなりハリウッドに呼ばれて、巨

匠たちと企画会議をすることになったら―。

日本を代表するフィルムメイカー・川村元

気が空想会議を繰り広げる。川村はいかに

企画を作り、仲間を巻き込み、ものを作って

きたのか。自身の頭の使い方を大解剖した、

知的格闘の軌跡。 

【クイズ】798-ｼ 知ってるのに思い出せな

い平成まとめクイズ 

BLOCKBUSTER 編 永岡書店 

この人は？この曲は？この楽器は？この

人たちは？おぼえてますか、３０年のヒト・

モノ・コト。 

【日本語】814-ｶ 先人の知恵を今に生

かす四字熟語図鑑 知れば知るほどおもし

ろい!  

カラビナ 編著 ナツメ社 

知れば知るほどおもしろい。令和時代を

豊かに暮らす約４００語収録。 

【913 日本の小説】 

913-ｱ 撃てない警官  

安東能明 著 新潮社

柴崎令司は三十代ながら警部であり、警

視庁総務部で係長を務めつつ、さらなる出

世を望んでいた。だが不祥事の責任を負い、

綾瀬署に左遷される。捜査経験のない彼の

眼前に現れる様々な事件。泥にまみれなが

らも柴崎は本庁への復帰を虎視眈々と狙っ

ていた。あなたの胸を揺さぶる警察小説集。 

913-ｱ 三毛猫ホームズの危険な火遊び 

赤川次郎 著 KADOKAWA 

美咲の兄が殺人容疑で逮捕された。弁護

士費用を出そうとしない義理の父親からお

金を引き出すため、美咲は兄の弟分・中田を

巻き込んで偽装誘拐を計画するが･･････。 

913-ｱ わたし、定時で帰ります。 

朱野帰子 著 新潮社  

絶対に定時で帰ると心に決めている会社

員の東山結衣。非難されることもあるが、彼

女にはどうしても残業したくない理由があ

った。様々な社員と格闘しながら自分を貫

く彼女だが、無茶な仕事を振って部下を潰

すと噂のブラック上司が現れて！？働き方

に悩むすべての会社員必読必涙の、全く新

しいお仕事小説！ドラマの原作！ 

913-ｱ 水晶庭園の少年たち

蒼月海里 著 集英社  

祖父と愛犬を続けて亡くし、ショックで

学校を休んでいる中学生の樹。入るのを禁

じられている土蔵の扉が開いているのに気

付き足を踏み入れると、中には祖父の鉱物

コレクションがあり、そして不思議な雰囲

気の少年がいた。少年の繊細な心に鉱物の

美しさを重ね合わせた、ファンタジックな

物語。 

913-ｱ 神様の御用人  

浅葉なつ 著 KADOKAWA  

神様たちの御用を聞いて回る人間―“御

用人”。ある日突然、狐神からその役目を命

じられたフリーターの良彦は、古事記やら

民話やらに登場する神々に振り回されるこ

とになり…！？それは果たして、助っ人な

のかパシリなのか。モフモフの狐神・黄金と

ともに、良彦の神様クエスト開幕！ 

913-ｱ 町田くんの世界 映画ノベライズ 

安藤ゆき 原作; 後白河安寿 著 集英社 

物静かなメガネの青年、高校１年生の町

田くんは運動も勉強も苦手だけど優しい性

格。「町田くんは誰が好き？」と訊かれると

「みんな大切な人だよ」と答える博愛主義

者。そんな町田くんが「人が嫌い」という猪

原奈々と出会って…！？別マで大人気の漫

画が映画化、その世界を小説で！ 

913-ｱ 猫河原家の人びと  

探偵一家、ハワイ謎解きリゾート  

青柳碧人 著 新潮社  

わが猫河原家の両親兄姉は、事件と聞く

と興奮する推理好き。正直、私はヘンな家族

から離れていたいと、ハワイで探偵の話が

舞い込んだ。常夏のリゾートをめざし単身

飛行機に乗り込んだら、突然殺人が。到着し

たハワイでも難事件が発生。それにしても、

なんで家族がハワイにくるのよ！？ 

913-ｱ 文豪ストレイドッグス BEAST 

朝霧カフカ 著 KADOKAWA

もし“ポートマフィアの黒き禍狗”芥川龍

之介が武装探偵社に入社していたら？もし

“月下獣”を宿す中島敦がポートマフィア

に所属していたら？ 

913-ｱ 文豪ストレイドッグス 55Minutes 

朝霧カフカ 著 KADOKAWA  

盗賊退治の依頼を受けて探偵社の一行が

訪れたのは、横浜近海を“航海する島”、ス

タンダード島。しかしそこでは今まさにテ

ロリストの手により未曾有の異能兵器が起

動しようとしていた。大ヒットコミックス

の原作者による小説版、待望の第４弾！ 

913-ｲ 迷宮クソたわけ 最弱魔法使い

は借金返済のためコツコツ冒険をくりかえす 

イワトオ 著 KADOKAWA

「僕は生まれて初めて力が欲しいと思っ

た。あらゆる不条理を蹴散らせるくらいの

圧倒的な力が」…！異色のダークファンタ

ジー、ここに開幕！ 

913-ｵ 真夜中プリズム  

沖田円 著  スターツ出版

かつて、陸上部でエーススプリンターと

して自信と輝きに満ち溢れていた高２の昴。

だが、ある事故によって、走り続ける夢は無

残にも断たれてしまう。失意のどん底を味

わうことになった昴の前に、ある日、星が好

きな少年・真夏が現れて･･････。限りなくピ

ュアなふたつの心に感涙！絶望の中で見つ

けた、ひとつの光。強く美しい魂の再生物語。 

913-ｵ 千年桜の奇跡を、きみに  

神様の棲む咲久良町  

沖田円 著 ポプラ社

神様が棲み恩恵を与える加護地―咲久良

町では、千年前に山神様に歌をささげて以

来、一年中、町の桜が花を咲かせていた。し

かし今、ずっと花が咲くのは山の上にある

ご神木、千年桜だけで、町からはかつての活

気が薄れていた。あるときそこへワケアリ

の青年・ヨリがやってきて…。時を越えた約

束が優しく温かな感動を生む、「ピュアフル

小説大賞」金賞受賞作！ 

913-ｷ たとえ明日、君だけを忘れても 

菊川あすか 著 スターツ出版 

平凡な毎日を送る高２の涼太。ある日、密

かに想いを寄せる七瀬栞が「思い出忘却症」

だと知ってしまう。その病は、治療で命は助

かるものの、代償として“一番大切な記憶”

を失うというもの。忘れることを恐れる七

瀬は、心を閉ざし誰とも打ち解けずにいた。

感動と優しさに満ち溢れ大号泣！  

今年の夏は、本を読んですごそうかな～❤
さあ、あと一週間で夏休みです。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。いろんな本がありますよ。 
ぜひ図書館で手に取ってみてください。 では、よい夏休みを❤ ｂｙ司書 

図書館だより  
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❤夏休みの長期貸出を 
やっています。 
返却期限は８月20日まで
冊数制限なし   
読みたい本を読みたいだけ、どうぞ！
期限過ぎの本は早く返しましょう。

夏休みの開館日は ７／３１（水）～８／９（金）土日を除く
開館時間 ８：３０～１７：００ 

貸出も返却も自習もできます。 

☆7/29、7/30、8/13～16、8/19は閉館です。
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。



913-ｷ 半分、青い。 上・下 

北川悦吏子 著 文藝春秋  

高度経済成長期の終わり、岐阜県の小さ

な食堂に生まれた鈴愛（スズメ）。小学生の

時に病気で左耳を失聴してしまうが、我が

子を愛してやまない両親と、同じ日に同じ

病院で生まれた幼馴染のリツに支えられ健

やかに成長する。高校を卒業したスズメは

少女漫画家を目指し上京し、人気漫画家・秋

風羽織のもとで仲間と修業に打ち込むが…。 

半世紀にわたる感動の物語。 

913-ｺ アリス殺し  

小林泰三 著 東京創元社 

最近、不思議の国に迷い込んだアリスと

いう少女の夢ばかり見る栗栖川亜理。夢と

現実は互いを映し合うように、怪死事件が

相次ぐ。そして事件を捜査する三月兎と帽

子屋は、最重要容疑者にアリスを名指し…

邪悪な夢想と驚愕のトリック！ 

913-ｺ コンフィデンスマ JP ロマンス編

古沢良太 脚本 ポプラ社  

ダー子、ボクちゃん、リチャード、そして

五十嵐の正体は、華麗に人を騙すコンフィ

デンスマン（信用詐欺師）。香港マフィアの

女帝が持つ伝説のパープルダイヤを狙うが、

事態は予測不能な展開に―？大注目の脚本

家・古沢良太による脚本を、人気作家・山本

幸久が豪華小説化！ 

913-ｺ この空の上で、いつまでも君を 

待っている  

こがらし輪音 著 KADOKAWA 

“将来の夢”なんてバカらしい。現実を生

きる高校生の美齢は、ある夏の日、叶うはず

のない夢を追い続ける少年と出会う。自分

とは正反対に、夢へ向かって一心不乱な彼

に、呆れながらも惹かれていく美鈴。しかし、

生き急ぐような懸命さの裏には、ある秘密

があって―。夏の日を鮮やかに駆け抜けた、

一つの命の物語。第２４回電撃小説大賞大

賞受賞作。 

913-ｺ イジワルな出会い 

香坂茉里 著 KADOKAWA  

桜丘高校のチャラ男、シバケンこと柴崎

健。恋愛は楽しんだもの勝ち、とテキトーに

日々を過ごしていた。中学時代から気にな

っていた高見沢アリサにも、ノリで近づく

つもりが、彼女は突然「何演じてるの？きっ

とそれじゃつまんないよ」と言い放つ。その

言葉に、心揺さぶられる健。全くふり向いて

くれないアリサとのキョリを縮めようと、

本気になんてならないはずが、気づけば片

想い…！ 

913-ｺ 世界は恋に落ちている 

 香坂茉里 著 KADOKAWA 

吹奏楽部の仲間で、クラスメイトの要に

片想い中の岬。告白なんてできず、親友のつ

ぼみがよき相談相手。けれど、夏祭りをきっ

かけに、つぼみも要への想いに気づき、岬に

打ち明ける。おたがいにがんばろうと決め

る二人。そんななか、後夜祭の屋上で、要に

想いをぶつけるのは…！？  

913-ｺ 僕が名前を呼ぶ日  

香坂茉里 著 KADOKAWA

あいまいな告白で、あかりの“彼氏”には

なれていない望月蒼太（通称：もちた）。男

子にモテるあかりにヤキモキする中、放課

後の教室で一人こっそり「早坂あかり」と名

前を呼んだのを本人に聞かれてしまう。一

気にギクシャクした関係に、もちたは、不釣

り合い、とあきらめかけ…。 

913-ｺ 生きてさえいれば  

小坂流加 著 文芸社

大好きな叔母・春桜（はるか）が宛名も書

かず大切に手元に置いている手紙を見つけ

た甥の千景（ちかげ）。病室を出られない春

桜に代わり、千景がひとり届けることで春

桜の青春の日々を知る。純粋な思いを貫こ

うとするふたりを描いた奇跡のラブストー

リー。『余命１０年』の著者が本当に伝えた

かった想いの詰まった感動の遺作。 

913-ｻ 君は月夜に光り輝く+Fragments 

佐野徹夜 著 KADOKAWA 

不治の病「発光病」で入院したままの少

女・渡良瀬まみず。余命ゼロの彼女が、クラ

スメイトの僕・岡田卓也に託したのは「最期

の願い」の代行だった。限られた時間を懸命

に生きた、まみずと卓也の物語の「その後」

とは―。「僕は今でも君が好きだよ」少しだ

け大人になった卓也と、卓也の友人・香山の

それぞれが描かれていく。他、本編では語り

尽くせなかった二人のエピソードも収録。 

913-ｻ さようならまでの 3 分間 

桜井美奈 著 一迅社 

幸は交通整理人のＦと名前を変え、様々

なやり直しの３分間を見届ける。やがてＦ

は自身の死にかかわった親友・上条英梨と

再会することになって―。

913-ﾅ 世界中の青空をあつめて 

中村航 著  キノブックス  

東京で挫折し、愛媛の実家へ戻った和樹

は失意の日々を過ごしていた。ある日、テレ

ビで流れた２０２０年東京オリンピック開

催決定のニュース。それを見た祖父は和樹

に５５年前の手紙を託す。祖父の“果たされ

なかった約束”を探しに再び東京へ。手紙に

導かれて出会った麻帆や五人の老人との交

流を通して和樹が見つけたものは―？過去

と未来の東京オリンピックを舞台に描く、

希望と再生の物語。 

913-ﾊ キングダム 映画ノベライズ 

原泰久原作 ;藤原健市 小説 集英社 

時は紀元前―。いまだ一度も統一された

ことのない中国大陸は、５００年の大戦争

時代。苛烈な戦乱の世に生きる少年・信は、

自らの腕で天下の大将軍になることを目指

す。大人気春秋戦国大河ロマン『キングダム』

の実写映画化ノベライズ。 

913-ﾊ まぐだら屋のマリア  

原田マハ 著 幻冬舎  

東京・神楽坂の老舗料亭「吟遊」で修業を

していた紫紋は、料亭で起こった偽装事件

を機にすべてを失った。料理人としての夢、

大切な仲間。そして、後輩・悠太。逃げ出し

た紫紋は、人生の終わりの地を求めて彷徨

い、尽果というバス停に降り立った…･･･。

過去に傷がある優しい人々、心が喜ぶ料理

に癒され、紫紋はどん底から生き直す勇気

を得る。 

913-ﾋ 美しき凶器  

東野圭吾 著 光文社  

安生拓馬、丹羽潤也、日浦有介、佐倉翔子。

かつて世界的に活躍したスポーツ選手だっ

た彼らには、葬り去らなければならない過

去があった。四人は唯一彼らの過去を知る

仙堂之則を殺害し、いっさいのデータを消

去。すべてはうまく運んだかに思われたが

…。毒グモのように忍び寄る影が次々と彼

らを襲った！迫りくる恐怖、衝撃の真相！

傑作サスペンス。 

913-ﾋ 白馬山荘殺人事件 

東野圭吾 著 光文社

１年前の冬、「マリア様はいつ帰るのか」

という言葉を残して自殺した兄・公一の死

に疑問を抱く女子大生ナオコは、新友のマ

コトと兄の死んだ信州白馬のペンション

『まざあ・ぐうす』を訪ねた。マザー・グー

スの唄に秘められた謎。ペンションに隠さ

れた過去とは？暗号と密室トリックの謎に

挑む、気鋭の本格推理力作。 

913-ﾋ パラレルワールド・ラブストーリー 

東野圭吾 [著] 講談社 

親友の恋人を手に入れるために、俺はい

ったい何をしたのだろうか。「本当の過去」

を取り戻すため、「記憶」と「真実」のはざ

まを辿る敦賀崇史。錯綜する世界の向こう

に潜む闇、一つの疑問が、さらなる謎を生む。

精緻な伏線、意表をつく展開、ついに解き明

かされる驚愕の真実とは！？傑作長編ミス

テリー。 

913-ﾏ 完璧な母親  

まさきとしか 著 幻冬舎  

流産を重ねながらもようやく授かった最

愛の息子が池で溺死。絶望の淵で母親の知

可子は、息子を産み直すことを思いつく。同

じ誕生日に産んだ妹に兄の名を付け、毎年

ケーキに兄の歳の数の蝋燭を立て祝う妻の

狂気に夫は怯えるが、知可子は歪（いびつ）

な“完璧な母親”を目指し続ける。そんな中

「あなたの子供は幸せでしょうか」と書か

れた手紙が―。母の愛こそ最大のミステリ。

913-ﾐ 君の話 Your story  

三秋縋 著  早川書房

二十歳の夏、僕は一度も出会ったことの

ない女の子と再会した。架空の青春時代、架

空の夏、架空の幼馴染。夏凪灯花は記憶改変

技術によって僕の脳に植えつけられた“義

憶”の中だけの存在であり、実在しない人物

のはずだった。「君は、色んなことを忘れて

るんだよ」と彼女は寂しげに笑う。「でもね、

それは多分、忘れる必要があったからなの」

これは恋の話だ。その恋は、出会う前から続

いていて、始まる前に終わっていた。 

913-ﾑ はるかな空の東  

村山早紀 [著] ポプラ社  

幼い頃の記憶がない少女ナルは、最近お

なじ夢を見る。闇に浮かぶ三つの月、古城に

幽閉された自分とよく似た長い髪の少女。

あなたはいったい、だれ？予言にみちびか

れ、魔術師や吟遊詩人らが生きる異世界へ

旅立ったナルを待っていたのは･･････。 

“千年の歌姫”の宿命をになった少女の、切

なくも壮絶な戦いを描いた村山作品の原点。 

913-ﾓ ボクたちはみんな大人になれな

かった  

燃え殻 著  新潮社  

それは人生でたった一人、ボクが自分よ

り好きになったひとの名前だ。気が付けば

親指は友達リクエストを送信していて、９

０年代の渋谷でふたりぼっち、世界の終わ

りへのカウントダウンを聴いた日々が甦る。

彼女だけがボクのことを認めてくれた。過

去と現在をＳＮＳがつなぐ、切なさ新時代

の大人泣きラブ・ストーリー。あいみょん、

相澤いくえによるエッセイ＆漫画を収録 

【エッセイ】914-ﾑ 街角小走り日記  

群ようこ 著 角川春樹事務所 

「公園で池のあひるにガアガアいわれて

ませんでしたか」などファンの方から「群よ

うこらしき人物を見た」お便りが送られて

くる（「目撃者」）。博物館の厨房に迷い込み、

コックさんと目が合った（「方向オンチ」）。

ほか、ぴりっとしたユーモア、なるほど！と

いう発見、フムフム、という共感―忍び笑い

から大笑い必至の名エッセイ、１００。 

【ルポ】916-ﾌ 戦艦「大和」反転の真相 

 海軍士官一〇四歳が語る戦争 

深井俊之助 著 宝島社

謎の反転は司令部の芝居によるものだっ

た。太平洋戦争の敗色が濃くなりつつあっ

た昭和１９年１０月、日本海軍は戦艦「大和」

「武蔵」を中心とした全戦力をもってフィ

リピンに上陸する米軍を叩く作戦を敢行す

る。しかし、戦艦「大和」を主力とする艦隊

は、米軍大部隊を目前に“謎の反転”を行う。

元・戦艦「大和」副砲長・深井俊之助氏（元

海軍少佐）による渾身のノンフィクション。

司令長官・栗田健男中将はもちろん、かつて

誰も語らなかった、太平洋戦争“最大の謎”

の真相を語る。


