
【生き方】 
159-ﾆ 夜、眠る前に読むと心が「ほっ」と
する 50 の物語  
西沢泰生 著 三笠書房  

一日を終えたら読んでほしい、「じーんと、
心が温まる話」「思わず笑顔になれる話」「優
しい気持ちになれる話」など５０の物語を収
録。夜、まぶたを閉じる時、幸せな気持ちに
なれるようお手伝いします。 

 
【仏教】184-ｵ ほとけさまと心が「ほっこり」
温まるお話  
岡本一志 著 三笠書房 

ちょっと心を温めてみませんか？ 悲しみ
や怒りがしずまっていくお話、心配や不安か
ら抜け出すお話、ご縁に気づくお話…。お釈
迦様のエピソードや教えから、不安な現代を
生きる私たちに大切で必要なお話を紹介し
ます。 

 
【913 日本の小説】 
913-ｱ 猫のお告げは樹の下で 
青山美智子 著 宝島社  

失恋のショックから立ち直れないミハル

は、ふと立ち寄った神社でお尻に星のマーク
がついた猫・ミクジから「ニシムキ」と書か
れたタラヨウの葉っぱを授かり…。猫のお告
げが導く、７つのやさしい物語。 

 
913-ｱ 壁  
安部公房 著 新潮社 

【芥川賞（２５（１９５１上半期））】【戦
後文学賞（第２回）】ある朝、突然自分の名
前を喪失してしまった男。自らの帰属すべき
場所を持たぬ彼の眼には、現実が奇怪な不条
理の塊とうつる。他人との接触に支障をきた
し、マネキン人形やラクダに奇妙な愛情を抱
く。そして…。 

 
913-ｱ 怪談喫茶ニライカナイ  
蒼月海里 著 PHP 研究所 

引っ越しをきっかけに怪現象に悩まされ
るようになった雨宮志朗。ある日彼は、廃墟
のような喫茶店「ニライカナイ」に入ってし
まう。そこにはお茶のお代に“怪談”を集め
る風変りな店主がいて…。 

 
 

913-ｲ 今、きみの瞳に映るのは。 
いぬじゅん 著 実業之日本社 

地元テレビ局の番組の主役に抜擢された
一ノ瀬美姫。それは高校を舞台にしたリアリ
ティーショーで、関係者全員がコンタクトカ
メラという小型機械を瞳に入れ、視聴覚の全
てを記録するという実験的な企画だったの
だが…。 
 
913-ｶ シンクロニシティ  
川瀬七緒 [著] 講談社  

東京・葛西のトランクルームから、女性の
全裸腐乱死体が発見された。現場に蝿とウジ
が群がっていたことから、捜査本部は法医昆
虫学者・赤堀涼子の起用を決定する。「虫の
知らせ」を頼りに調査を進める彼女は、珍し
い植物の種が現場で発見されたことに着目
する。赤堀涼子がたどり着いた驚愕の真相と
は！？ 
 
913-ｶ 怪盗探偵山猫  
[4] (黒羊の挽歌)  
[5] 月下の三猿 
[6] 深紅の虎 
神永学 [著] KADOKAWA 

謎の窃盗犯〈山猫〉が活躍する痛快ピカレ
スク・ミステリー。 
 
913-ｺ クララ殺し  
小林泰三 著 東京創元社 

大学院生・井森は、ある夜緑の牧草地の夢
を見た。そこで車椅子の美少女「クララ」と
出会ったが、現実でも彼女とそっくりな「く
らら」に助けを求められる。理系男子・井森
は少女を守れるか？ 恐怖×驚愕「アリス殺
し」続編。 
 
 

913-ｺﾞ ハニーレモンソーダ 映画ノベラ
イズ 
村田真優 原作 後白河安寿 著 集英社 

中学生時代、まわりから“石”と呼ばれて
いた羽花。自分を変えたい羽花は、レモン色
の髪の男の子・界に出会い…。あまくて切な
い青春初恋ラブストーリー。同名コミックが
原作の２０２１年７月公開映画のノベライ
ズ。 
 
913-ｻ 16 歳の遺書  
櫻井千姫 著 実業之日本社  

ＳＮＳで自殺願望を綴っていた城野絆は、
秘密の投稿を同じクラスの徳川郁に見られ
てしまう。余命があと半年だという郁の「死
ぬまでにやりたいこと」に絆は協力するが…。 
 
913-ｻ 70 年分の夏を君に捧ぐ 
櫻井千姫 著 スターツ出版 

２０１５年、夏。東京に住む高２の百合香
は、毎晩、終戦直前の広島に住む少女・千寿
の魂と入れ替わることに。戸惑うばかりのふ
たりだったが、やがて、運命の「あの日」が
訪れ…。時を超えた真実の愛と絆を描く。 
 
913-ｻ キミと僕の最後の戦場、あるいは世
界が始まる聖戦 ２、３  
細音啓 著  KADOKAWA  

「イスカと二人きりになりたいのに！」
「さすがにこんな街にアリスがいるわけな
いか」 再戦を求めるイスカとアリスだが、
運命がもたらすものは、すれ違い。そんな中、
二国に潜む反逆者の陰謀に巻き込まれ…。 
 
 
 
 
 

おもしろい本を読んで、コロナも暑さも吹き飛ばせ! 
梅雨末期の大雨で大変でした。お見舞い申し上げます。 
梅雨が明けたと同時に暑さもやってきました。もうすぐ夏休み。夏休みに読む本の準備は

できましたか?⾧期貸出をやってます。貸出制限なし。返却期限は 8 月 18 日まで。 
今回は先日図書委員が今井書店で選んできた本のうち『委員会版図書館だより』で

紹介できなかった 40 冊を紹介します。おもしろい本がいっぱいです❤手にとって確かめ
てみてください!  

26 日～31 日はエアコンの改修工事で閉館ですが、 
8 月 2 日～6 日と 1６，17 日は開館します。利用してくださいね。 
では元気に夏休みを過ごしてくださいね。  ｂｙ司書 

図書館だより  
2021－№5 

三刀屋高校図書館 
令和３年７月 19 日発行  

＊新着案内＊ 請求記号 書名 著者名 出版社 内容 ☆リクエスト  

 

昇降口の出張図書館は 

『1 年生「ジョブスタディ」応援バージョン』になっています。 

14 日のジョブスタディで紹介された職業に関する本を置いています。 

関心のある人は是非手にとってみて、良かったら借りてくださいね。 

2，3 年生の皆さんもぜひ利用してくださいね。 



913-ｻ-2  交換ウソ日記 2  
櫻いいよ 著 スターツ出版 

完璧に見える江里乃だが、実は恋が苦手。
ある日、情熱的なラブソングが綴られたノー
トを拾った江里乃は、「私も本当の恋がした
い」と感想を書いてしまい、ノートの彼との
交換日記が始まって。 
 
913-ｼ ひげを剃る。そして女子高生を拾
う。 4  
しめさば 著 KADOKAWA 

後藤とも打ち解け、あさみと楽しそうに笑
いあう沙優。そんな微笑ましい姿を見て、吉
田はこんな穏やかな日々がずっと続いてほ
しいと願う。しかし、沙優のバイト先に現れ
た”とある男”の手によって事態は急変！ 

 
913-ﾀ るろうに剣心 
最終章 The Beginning 映画ノベライズ  
和月伸宏 原作 田中創 著 集英社 

動乱の幕末。倒幕派を率いる桂小五郎のも
と、影の暗殺者・緋村剣心は暗躍していた。
だが標的の一人が、最後の一太刀で緋村の?
に一本傷を刻む。そんな中、緋村は酒処で若
い女を助け…。２０２１年６月公開映画のノ
ベライズ。 
 
913-ﾁ 屋上のテロリスト  
知念実希人 著 光文社  

学校の屋上で出会った不思議な少女・沙希
の誘いに応え契約を結んだ彰人は、少女の仕
組んだ壮大なテロ計画に巻き込まれてい
く！ 世界をひっくり返す、傑作エンターテ
インメント。 
 
913-ﾁ 誘拐遊戯  
知念実希人 著 実業之日本社 

女子中学生を誘拐した犯罪者〈ゲームマス
ター〉の“ゲーム”に失敗し、被害者を死な
せてしまったことで、全てを失った刑事の上
原。４年後、再び現われたゲームマスターは
女子高校生を誘拐、交渉役に上原を要求して
きて…。 
 
913-ﾃ 今日のハチミツ、あしたの私 
寺地はるな 著 角川春樹事務所 

恋人の故郷である朝埜市で、蜂蜜園の手伝

いを始めることになった碧。蜜蜂たちの暮ら
しの奥深さを知る日々のなか、１６年前に自
分の人生を助けてくれた不思議な出来事を
思い出す。不器用な家族の愛が心にしみる、
長篇小説。 
 
913-ﾅ 泣くな研修医  
中山祐次郎 著 幻冬舎  

新米医師の毎日は、何もできず何もわから
ず、先輩医師や上司からただ怒られるばかり。
だが患者さんは、待ったなしで押し寄せ…。
新米医師の葛藤と成長を、現役外科医が圧倒
的リアリティで描く医療ドラマ。 
 
913-ﾅ 逃げるな新人外科医  

泣くな研修医 2  
中山祐次郎 [著] 幻冬舎  

新人外科医の隆治は、２人のがん患者の主
治医となり、自分の「できなさ」が身に染み
ている。そんなある日、父が緊急入院したと
いう電話が…。現役外科医が、生と死の現場
をリアルに描く、シリーズ第２弾。 
 
913-ﾅ 走れ外科医  

泣くな研修医 3  
中山祐次郎 著 幻冬舎  

若手外科医の隆治は、ステージⅣの癌患
者・葵から「人生でやっておきたいこと第一
位」を打ち明けられる。医者として止めるべ
きか。友達として叶えてあげるべきか?。現
役外科医が生と死の現場をリアルに描く、シ
リーズ第３弾 
 
913-ﾅ どこかでベートーヴェン  
中山七里 著 宝島社  

豪雨によって校舎に取り残された加茂北
高校音楽科クラスの面々。そんな状況のなか、
クラスの問題児が何者かに殺された。警察に
疑いをかけられた岬は、嫌疑を晴らすため独
自に調査を開始する…。 
 
913-ﾅ あの夏、僕らの恋が消えないよう
に   永良サチ 著   スターツ出版 

好きになった異性の寿命を奪ってしまう
奇病を持つ瑠奈。幼馴染の十和と再会し、彼
に惹かれてしまう。十和は彼女の秘密を知っ
ても一緒にいようとしてくれて?。命を削っ

てもなお、想い続けようとするふたりの切な
い純愛物語。 
 
913-ﾅ-2  Fate/strange Fake ２～６ 
成田良悟著 KADOKAWA 

アヤカ・サジョウが巻き込まれたのは、偽
りだらけの聖杯戦争だった。半壊したオペラ
ハウスの中、アヤカの前に佇むのは「セイバ
ー」と名乗る騎士。謎のサーヴァントの参戦
により、事態は混迷を極めていく。 
 
913-ﾆ あの日の恋をかなえるために僕
は過去を旅する  
西澤保彦 著 コスミック出版 

父が殺された。姉は事件をきっかけに恋人
と別れ、望まぬ結婚をした。父が殺される数
日前にタイムスリップした僕は、姉の元恋人
である少女とともに父の死の真相に迫るが
…。愛をめぐるタイムスリップ・ミステリー。 
 
913-ﾆ 声優ラジオのウラオモテ #01#02 
二月公 著 KADOKAWA 

【電撃小説大賞大賞（第２６回）】同じ高
校に通う仲良し声優コンビ、夕暮夕陽と歌種
やすみが教室の空気そのままお届けしちゃ
うラジオ番組がスタート。でも、ふたりの素
顔はアイドル声優とは真逆も真逆、相性最悪
なギャル×根暗地味子で…！？ 
 
913-ﾆ 探偵はもう、死んでいる。 ２．３．４ 
二語十 著 KADOKAWA  

夏凪や斎川と出会い、シャルと再会した
俺・君塚君彦に、シエスタの残響は「君たち
には、私の死の真相を知って欲しいんだ」と
告げた。まだ誰も知らない真実を。どうして
探偵がもう、死んでいるのかを…。 
 
913-ﾎ 竜とそばかすの姫  
細田守 著 KADOKAWA  

１７歳の高校生・鈴は、母を事故で亡くし、
現実世界では心を閉ざしていた。だが、イン
ターネット上の超巨大仮想空間「Ｕ」に「ベ
ル」というアバターで参加し…。２０２１年
７月公開アニメ映画の監督による書き下ろ
し原作小説。 
 
 

913-ﾏ 15 歳のテロリスト  
松村涼哉 著 KADOKAWA 

新宿駅爆破事件の容疑者はたった１５歳
の少年だった。何が彼を凶行に駆り立てたの
か？ 少年犯罪を追う記者・安藤は進展しな
い捜査を傍目に、行方をくらませた少年の足
取りを追う。驚愕の真実に安藤がたどり着い
たとき…。 
 
913-ﾑ コンビニたそがれ堂異聞 千夜一夜 
村山早紀 著 ポプラ社  

風早神社の娘・沙也加は願う。この街に穏
やかな暮らしが戻りますように?。探しもの
が見つかる不思議なコンビニ「たそがれ堂」。
深い癒しを贈る、シリーズ特別編。 

 
913-ﾓ 満月珈琲店の星詠み  
望月麻衣 著 文藝春秋  

満月の夜にだけ現れる満月珈琲店では、猫
のマスターと店員が客をもてなす。訪問客の
星の動きを「詠む」マスター。悩める人々を
星はどう導くのか…。イラストレーター・桜
田千尋の絵にインスパイアされた書き下ろ
し小説。 

☆司書おすすめ「夏休みに読んでほしい本」 

913-ｵ 月の影 影の海 上・下 

小野不由美 著 新潮社 

普通の高校生・陽子がある日突然、異世

界へ連れて行かれ、旅をしながら自分のあ

り方や生き方、世界のありようを考えてい

く物語。十二国記シリーズの始まりの書。 

以下、十二国記シリーズの本のタイトル  

・魔性の子   

・風の海 迷宮の岸 

・東の海神 西の滄海  

・風の万里 黎明の空 上・下 

・丕緒の鳥  ・図南の翼  

・華胥の幽夢（ゆめ） 

・黄昏の岸 暁の天（そら） 

・白銀（しろがね）の墟（おか）玄（く

ろ）の月 全 4 巻 

時間がたっぷりある夏休みにこの世界に

どっぷり浸ってみてはどうでしょうか❤ 

 


