
【159 生き方】 
159-ｵ なぜきみは生きるのか  

10 歳からの人生哲学  
大坪信之 著 幻冬舎 
死後の世界について悩み苦しみ、それを乗りこ

えた著者が、生きることに不安を抱く人へ贈るメ

ッセージ。 

159-ﾏ ほんとうの味方のつくりかた 
松浦弥太郎 著 筑摩書房 
人生のあらゆる場面で力になってくれる大切

な味方の見つけ方と育て方

307-ｺ-2021 高校生よく出る一般常識問題集 
'21 年版  

【368 社会病理】 
368-ｵ 連続殺人犯  
小野一光 著 文藝春秋 
１０人の連続殺人犯の声を綴る。 

368-ｵ 家族喰い 尼崎連続変死事件の真
相 小野一光 著 文藝春秋
「尼崎連続変死事件」の裏側には何があるの

か？ 

【建築】527-ｽ 片づけの解剖図鑑 
 心地よい住まいをつくりだす仕組み 
鈴木信弘 著 エクスナレッジ 

【衣服】593-ﾒ メンズファッションの解剖図鑑 : 
理論と図解でよくわかるおしゃれのルールと方
程式  
MB 著 エクスナレッジ  

【594 手芸  596 料理】 
594-ﾃ はじめてでもカンタン!手づくり布マス
ク  
手づくり布マスク編集室 編 理論社  
594-ﾐ はじめての「ぬう」と「あむ」+おさいほう 
ミカ*ユカ 著 主婦の友社
初心者向けの裁縫と手芸の本 

596-ｱ あ～るママのほっこり大人かわいい
お弁当♪
あ～るママ 著 主婦と生活社  
関西の人気お弁当ブロガー・あ～るママのレシ

ピブック。 

596-ｵ 自炊のトリセツ : おいしいごはんの
法則 小田真規子 著 池田書店 
基本の調理法、炊飯器を使いこなす方法。

596-ﾘ バズレシピ クタクタでも速攻でつくれ
る! 太らないおかず編  
リュウジ 著 扶桑社 

【絵本】726-ﾀ へいわとせんそう  
たにかわしゅんたろう ぶん ; Noritake え 
ブロンズ新社
比べてみると、平和と戦争の違いが見えてくる。 

【78 スポーツ】 
780-ﾋﾞ ジュニアアスリートキッチン スポー
ツをがんばる子どものためのお悩み解決レシピ  
BS 朝日「アスリート・インフィニティ」 編 
文化工房 

783-ｲ 5 つのチカラで強くなるサッカーのメ
ザトレ!  石川直宏 監修 高橋書店 

783-ｵ 5つのチカラで強くなるソフトテニスの
メザトレ! 小野寺剛 監修  高橋書店
783-ｺ 5 つのチカラで強くなる卓球のメザト
レ! 近藤欽司 監修 高橋書店
783-ﾆ 5 つのチカラで強くなる野球のメザト
レ! 仁志敏久 監修 高橋書店

【913 日本の小説】 
913-ｱ そして、君のいな九月がくる 
天沢夏月著 KADOKAWA
死んだ恵太に瓜二つの少年ケイが現れ、美穂た

ちは、恵太の足跡を辿る旅に出ることに…。 

913-ｱ 家庭教師は知っている 
青柳碧人 著 集英社

虐待など深刻な問題がありそうな派遣先の家

庭を訪問するが…。 

913-ｱ マツリカ・マジョルカ
相沢沙呼 著 KADOKAWA 
冴えない学校生活を送る高校生・柴山祐希。彼

の毎日は、マツリカとの出会いで一変。 

913-ｲ 虹を待つ彼女 
逸木裕 著 KADOKAWA 
2020年、人工知能の研究者・工藤は、死者を

人工知能化するプロジェクトに参加。 

モデルの人格に惹かれていき･･････。 

913-ｲ 少年たちは花火を横から見たかった   
岩井俊二 著  KADOKAWA 
花火大会の日、彼らに何があったのか？ 

913-ｲ オネスティ  
石田衣良 著 集英社 
幼なじみのカイとミノリが交わした約束。特別

な関係を築く２人に、周囲の人間は困惑するが…。

純愛的長編小説。 

913-ｲ 1 日 10 分のごほうび NHK 国際放
送が選んだ日本の名作  
赤川次郎ほか 著 双葉社 
人気作家８名の短編を収録。 

913-ｲ あなたが私を竹槍で突き殺す前に

李龍徳 著  河出書房新社 
排外主義が支配する日本で、在日三世の柏木太

一は反攻の計画のために人を集め…。

913-ｲ 時限感染  
岩木一麻 著 宝島社 
ウイルス研究者の首なし死体の側に、寒天状の

謎の物質と、バイオテロを予告する犯行声明が残

され･･･。 

913-ｲ 泣きたい私は猫をかぶる
岩佐まもる KADOKAWA 
 映画のノベライズ 

913-ｲ 祈り  
伊岡 瞬 著 文芸春秋 
宮本楓太は、ひょんなことで出会った冴えない

中年男の秘密を知って以来、彼から目が離せなく

なる。一体彼は何者なのか…。 

913-ｳ 絶望ノート  
歌野晶午 著 幻冬舎 
エスカレートするいじめに耐えきれず、少年は

自らの血をもって、神と信じる石にいじめの中心

人物の殺人を依頼すると…。 

913-ｳ 死体を買う男
歌野晶午 著 講談社 
乱歩と詩人萩原朔太郎が事件の謎に挑む本格推

理。実は、この作品には二重三重のカラクリが隠

されていた。 

913-ｳ 終わった人
内館牧子 著 講談社 
生き甲斐を求め、居場所を探して、惑い、あが

き続ける男に再生の時は訪れるのか？ 

913-ｴ NHK 国際放送が選んだ日本の名作
 朝井リョウほか著, 双葉社 

913-ｴ ここで死神から残念なお知らせです。
 榎田ユウリ 著 新潮社 
引きこもりの梶は強引に死神業を手伝わされ

ることになり…。 

913-ｴ 死神もたまには間違えるものです。
 榎田ユウリ 著 新潮社 
平凡な会社員の高梨広が乗る路線バスが、急停

車した。幸い大事故には至らず怪我も軽い。だが

…。異色お仕事小説第２弾。 

913-ｴ ところで死神は何処から来たのでし
ょう? 榎田ユウリ 著 新潮社 
饒舌かつ毒舌な死神に、既に死んでいるとつげ

られた輝。彼は再び森へと向かい…。 

913-ｵ ロストデイズ
大崎善生 著 祥伝社 
幸せとともに、言い知れぬ不安も生まれた。東

京からニース、ジェノヴァへ。見失った夫婦の絆

をさがす物語。 

913-ｵ 最悪
奥田英朗 著 講談社 
鉄工所社長の川谷、銀行員のみどり、和也。無

縁だった3人の人生が交差した時、運命は加速度

をつけて転がり始める。 

913-ｵ 注文の多い注文書 
小川洋子, クラフト・エヴィング商會 著  
筑摩書房 
とっておきの共作全５編。 

913-ｵ すべての幸福をその手のひらに
沖田円 著 スターツ出版 
７年前から行方不明となっている志の兄・瑛の

失踪の理由を探るため。志は兄の親友・司と一緒

に、瑛の痕跡を辿っていくが…。 

913-ｵ 金魚姫  
荻原浩 著 KADOKAWA 
夏祭りで金魚を持ち帰ったら、部屋に妖しい美

女が現れた。どうやら金魚の化身らしい彼女は、

誰かを捜しているようだが･･･。 

913-ｶ 白砂
鏑木蓮 著 双葉社 
殺人事件を追う鬼刑事・目黒。浮かび上がって

きたのは、舞い降りた奇跡に翻弄された女たちの

人生だった。執念の捜査の末に目黒が見たものと

は？ せつなく美しいミステリー。 

913-ｶ 某(ぼう)  
川上弘美 著 幻冬舎 
名前も記憶もお金も持たない某は、少女に擬態

することに決めた。変遷し続ける〈誰でもない者〉

はついに仲間に出会う?。愛と未来をめぐる長編。 

913-ｶ ガラスの城壁
神永学 著 文藝春秋 
中学二年生の悠馬は父の事件を調べ始めるが、

謎の男たちが彼を追い続ける。はたして悠馬は真

相にたどり着けるのか！？ 

913-ｷ そして、ユリコは一人になった
貴戸湊太 著 宝島社 
百合ケ原高校には「ユリコ様伝説」がある。新

入生の百合子は怯えるが… 

913-ｷ ハピネス  
桐野夏生 著 光文社 
華やかな幸せの裏側に潜む悪意と空虚を暴き

出す衝撃作

913-ｷ ループ・ループ・ループ 
桐山徹也 著 宝島社 
昨日と同じ光景が繰り返される学校で、俺はル

ープしていることに気づき.･･･。

913-ｷ 博多豚骨ラーメンズ 
木崎ちあき [著] KADOKAWA 
第２０回電撃小説大賞大賞 

913-ｷ 厭な小説 文庫版
京極 夏彦 著 KAOKAWA 
帰宅した私を出迎えたのは、巨大な顔、山羊の

ような瞳の、見知らぬ不気味な子供だった。幻覚

か？ だが、それが悪夢の日々の始まりだった…。 

913-ｸ ガラッパの謎 引きこもり作家のミス
テリ取材ファイル
久真瀬敏也 著 宝島社 
「隠れキリシタン」の新説に挑むため、「引きこ

もり」なのに、なんとか取材にやってきたが、調

査は思わぬ方向へ…。 

913-ｺ スーツケースの半分は
近藤史恵 著 祥伝社 

真美が衝動買いした青いスーツケース。やが

てそれは友人たちへとバトンされ、世界中を旅す

るうちに、“幸運のスーツケース”と呼ばれるよ

うになってゆく。人生の新たな一歩にエールを贈

る小説集。 

913-ｺ サーベル警視庁
今野敏 著 角川春樹事務所 
明治３８年７月、帝国大学講師の遺体が不忍池

おもしろい本を読んで、コロナも暑さの吹き飛ばせ！
ジメジメした日が続きますが、夏休みまであと少し。気持ちに余裕のあるいい時です。 
今回は図書委員が今井書店で選んできた本 120 冊を紹介します。おもしろい本が 
いっぱいです❤誌面の都合上、本の内容は少ないですが、そこは手にとってのお楽しみ！
夏休みの長期貸出を始めています。貸出制限なし。いっぱい借りてね。ｂｙ司書 
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で発見された。警視庁第一部第一課は、元新選組・

斎藤一や、探偵・西小路とともに事件の謎を解い

ていく。 

913-ｺ 錆喰いビスコ
瘤久保慎司 [著] KADOKAWA 
すべてを錆つかせ、人類を死の脅威に陥れる

〈錆び風〉の中を駆け抜ける、疾風無頼の「キノ

コ守り」赤星ビスコ。 

913-ｺ いなくなれ、群青
河野裕 著 新潮社 
真辺由宇との、あるはずのない出会いは、僕の

高校生活を一変させた。奇妙な島。連続落書き事

件。そこに秘められた謎。やがて明かされる真相

は…。青春ミステリー「階段島」シリーズ第１作。 

913-ｺ その白さえ噓だとしても
河野裕 著 新潮社 
「階段島」シリーズ第２弾。 

913-ｺ 汚れた赤を恋と呼ぶんだ
河野裕 著 新潮社 
「階段島」シリーズ第３弾

913-ｺ 凶器は壊れた黒の叫び
河野裕 著 新潮社 
「階段島」シリーズ第４弾。

913-ｺ 夜空の呪いに色はない
河野裕 著 新潮社 
「階段島」シリーズ第５弾。

913-ｺﾞ ライオン・ブルー
呉勝浩 著 KADOKAWA 
交番勤務の警官・長原が拳銃を持ったまま姿を

消す。数週間後、ヤクザの金居が銃殺され、現場

に落ちていた凶器が長原の持ち去った拳銃だと

判明し…。 

913-ｺﾞ 白い衝動
呉勝浩 著 講談社 
社会が抱える悪を問う、祈りに溢れた長編小説。 

913-ｻ 一度死んでみた
澤本嘉光, 鹿目けい子 著 幻冬舎 
父親が大嫌いで、未だ反抗期の女子大生・七瀬。

ある日、父親が急死したとの連絡が。実は会社で

開発した「一度だけ死ぬ薬」を飲み、仮死状態に

あるだけだったのだが…。 

913-ｻ 思い、思われ、ふり、ふられ
咲坂 伊織 【原作】 阿部 暁子 著 
集英社 
友情と交錯する恋心を描く青春群像劇。 

２０２０年８月公開実写映画のノベライズ。 

913-ｻ 沈黙法廷
佐々木譲 著 新潮社 
独居男性の連続不審死事件。捜査線上に浮上し

た家事代行業の女性は、逮捕後も一貫して無実を

訴えていたが、なぜか突如、黙秘に転じ…。 

913-ｻ そういふものにわたしはなりたい
櫻いいよ 著 スターツ出版 
優等生で人気者・澄香。昏睡状態の彼女の秘密

を握るのは５名の同級生。各々が知る澄香の本性

と、彼らの本音が次々と明かされていき…。 

913-ｻ あなたが心置きなく死ぬための簡単
なお仕事 
才羽 楽 著 ＫＡＯＫＡＷＡ 
人生の「終わり」を前にした依頼人からの願い

を叶えるテルとスズ。しかし差出人不明の依頼の

手紙が届き…。

913-ｼ 長女たち
篠田節子 著 新潮社 
長女は、親の呪縛から逃れられない？ 

913-ｼ 僕の永遠を全部あげる
汐見夏衛 著 一迅社  
生きる意味を見失っている少女・千花。絶望に

打ちひしがれていたある雨の日、不思議な少年・

留生が現れ…。 

913-ｼ 後宮の烏 
白川紺子 著 集英社 
妃でありながら夜伽をすることのない、「烏妃」

と呼ばれる特別な妃。その正体が暴かれるとき、

歴史をも覆す「禁忌」に触れることに…。 

913-ｼ 威風堂々惡女
白洲梓 著 集英社 
瑞燕国で最下層とされる尹族の少女・玉瑛は、

目覚めるとそこは過去の世界。玉瑛は皇帝の愛妾

の姿になっていて…。 

913-ｽ ヒトガタさま
椙本 孝思 著 幻冬舎 
使えば太る、呪いの人形。１秒で１グラム、だ

が、女子高生の恋心は時に制御不能に陥り、気づ

けば１キロ、２キロ…。 

913-ﾀ ちびねこ亭の思い出ごはん  
黒猫と初恋サンドイッチ 

高橋由太 著 光文社  
死者に再会できるという千葉の内房にある食

堂へ向かい…。 

913-ﾁ 黒猫の小夜曲(セレナーデ)
知念実希人 著 光文社 
黒猫として地上に降り立った死神クロ。町に漂

う地縛霊らを救うために奮闘するが。 

913-ﾁ 螺旋の手術室
知念実希人 著 新潮社 
医学部教授選をめぐる疑惑、連続するドクター

の怪死、異様な血液の闇。医学ミステリー。 

913-ﾅ 血縁
長岡弘樹 著 集英社 
父親の介護に疲れた姉は７年ぶりに妹と再会

し、昔交わしたある約束を思いだす。親を思う姉

妹の気持ちの行方は? 

913-ﾅ 死亡フラグが立ちました!
七尾与史 著 宝島社 
特ダネを追うライター・陣内は、ある組長の死

が、実は死神によるものだと聞き･･･。 

913-ﾅ 百瀬、こっちを向いて。 
中田永一 著 祥伝社 
「こんなに苦しい気持ちは、最初から知らなけれ

ばよかった…！」恋愛の持つ切なさすべてが込め

られた、みずみずしい恋愛小説集 

913-ﾆ 悪鬼のウイルス
二宮敦人 著 TO ブックス 
北朝鮮に内部崩壊が迫る中、日米安保に基づく

自衛隊の極秘作戦が北朝鮮で展開していること

をテレビが報じた。

913-ﾆ 最後の医者は雨上がりの空に君を
願う 上・下  
二宮敦人 著 TO ブックス 
患者に余命を受け入れる道もあると言い切る

医者・桐子。一方、かつての同僚・福原は患者の

「延命」を諦めない。そんな２人が、ある難病の

恋人同士を前に再会を果たし…。 

913-ﾊ サロメ
原田マハ 著 文藝春秋 
１９世紀末のロンドン。美貌とスキャンダルで

時代の寵児となった作家オスカー・ワイルドと、

イギリス画壇に彗星のごとく現れた夭折の天才

画家ビアズリーの愛憎を描く。美術史の驚くべき

謎に迫る長編ミステリー。 

913-ﾌ あの夏、夢の終わりで恋をした。
冬野 夜空 著 スターツ出版 
妹の死から幸せを遠ざけ、後悔しない選択にこ

だわってきた透。しかし、「一目惚れ、しました」

という一言で、そんな人生が一変する。 

913-ﾌ 書店であった泣ける話 一冊一冊に
込められた愛 
朝来 みゆかほか著 ファン文庫 Tears 編
 マイナビ出版 

913-ﾌ 動物の泣ける話 君からもらった幸
せの思い出
ファン文庫 Tears 編 マイナビ出版 

913-ﾏ シャーロック・ホームズ対伊藤博文
松岡圭祐 [著] 講談社 

ライヘンバッハの滝で、犯罪王モリアーティ教

授と闘い、生き残ったホームズは、殺人罪に問わ

れる恐れがあるため、死を装い、日本へ向かうこ

とに。枢密院議長・伊藤博文の世話になった彼は、

大津事件の意外な事実を暴き出し…。 

913-ﾐ-2 極彩色の食卓  [2] カルテットキッ
チン  みお 著 マイクロマガジン社 
美大の最終年を迎えた燕はバイト先の音楽喫

茶で、音楽高校に通う桜と出会う。挫折とトラウ

マからピアノが弾けなくなった彼女に昔の自分

の姿を重ねた燕は、料理で寄り添っていくが…。 

913-ﾐ 超人高校生たちは異世界でも余裕
で生き抜くようです! 3～６ 
海空りく 著 SB クリエイティブ 
異世界革命物語続編

913-ﾑ かなりや荘浪漫 廃園の鳥たち
913-ﾑ-2 かなりや荘浪漫 2  
村山早紀 著 PHP 研究所 
クリスマスイブに家も仕事も失った茜音は、古

い洋館アパート「かなりや荘」の住人に。そこに

は心に傷を抱えた人々と、夢半ばにしてこの世を

去った漫画家の幽霊が住んでいて…。

913-ﾔ ひなた弁当  
山本甲士 著 小学館 
２７年間勤めた会社をリストラされ、妻や娘か

らも愛想をつかされた芦溝良郎４９歳。自信も誇

りも居場所もない。ある日、拾ったドングリを食

べてみようと思い立ち…。 

913-ﾔ 空色カンバス 瑞空寺凸凹縁起
靖子靖史 著 講談社 
高校３年生の妹・ゆかりとふたりで暮らす、三

十路間近な住職・日比野隆道。ある日、寺に泣き

ぼくろが印象的な美女がやってきて･･････。 

913-ﾔ ×ゲーム
山田悠介 著 幻冬舎 
小久保英明は小学校時代「×ゲーム」と称し、

仲間4人で蕪木毬子をいじめ続けた。段ボール箱

にいじめの内容を書いたくじを入れ、それを引い

ては書かれたことを実行するのだ。ある日、英明

は「蕪木に告白する」というクジを引き、やむな

く愛を告げる。それから１２年、突然、彼らの前

に現れた蕪木は･･････。 

913-ﾔ 婚活食堂 1～３ 
山口恵以子 著 PHP 研究所 
東京・四谷のめぐみ食堂は、元人気占い師の女

将・恵が一人で切り盛りするおでん屋。ある事情

から“見る力”を失っていた恵だが、男女の縁が

見えるように…。 

913-ﾕ BUTTER  
柚木麻子 著 新潮社 
男たちの財産を奪い、殺害した容疑で逮捕され

た梶井真奈子。週刊誌記者の町田里佳は、梶井の

欲望に忠実な梶井の言動に触れ、里佳の内面も外

見も変貌。親友や恋人の運命をも変えていき…。 

913-ﾕ あやかしお宿に嫁入りします。  
かくりよの宿飯

友麻碧 [著] KADOKAWA 
あやかしの棲まう“隠世”にある老舗宿「天神

屋」の大旦那である鬼神にさらわれた女子大生・

葵。祖父が残した借金のかたに嫁入りしなくては

ならないのだという。 

913-ﾜ 死者の復活  
渡辺裕之 著 祥伝社 
寺脇京介を射殺した犯人は、新型エボラウィル

スで汚染された建物もろとも爆撃を受け、死んだ

はずだった。しかし、生存の可能性があり･･････。 

【914 日本のエッセイ】 
91４-ｳ イタリアのしっぽ  
内田洋子 著 集英社 
動物と人間の関わりを綴るエッセイ集 

914-ｸ 猫  
クラフト・エヴィング商會 [編]  
中央公論新社 
有名な作家が猫について書いたエッセイ

914-ﾐ のっけから失礼します
三浦しをん 著 集英社 
ありふれているのに奇想天外な日常がつづら

れる、抱腹絶倒のエッセイ集。 

914-ﾑ ネコの住所録
群ようこ 著 文藝春秋 
幼い頃から生きものと一緒に暮らしてきた著

者。鋭い観察眼で彼らのしたたかさを見抜くが、

そこには深い愛情があった――。 

914-ﾓ 猫といっしょにいるだけで 
森下典子 著 新潮社 
50 代、独身、母と二人暮らし。仕事のスラン

プで切羽詰る日々だった。やがて始まったにぎや

かで、穏やかな日常。笑って泣ける猫日和。 

【933 英米の小説】 
933-ｷ ペット・セマタリー 上・下 
スティーヴン・キング 著 深町眞理子 訳
 文藝春秋
競争社会を逃れてメイン州の田舎に越してき

た医師一家を襲う怪異。

933-ｿ エミリーとはてしない国 
ケイト・ソーンダズ 作  ポプラ社 
中学校１年生のエミリーがある夜、亡くなった

姉の部屋をのぞくと、ベッドの上に光テントがあ

った。中から出てきたのは…。

933-ﾓ 赤毛のアン  
L・M・モンゴメリ 著 ; 松本侑子 訳 
文藝春秋 
孤児アンはプリンス・エドワード島でマシュー

とマリラに愛され、すこやかに育ち…。


