
 
【生き方】 
159-ﾃ ポケットに名言を  
寺山修司 [著] 角川書店  
世に名言・格言集の類は数多いけれど、こ

れほど型破りな名言集はきっとない。歌謡
曲から映画の名セリフ。Tシャツでも着るよ
うにも気軽に名言を自分のものにしよう！ 
 
【726 マンガ】 
726-ﾀ タコピーの原罪 上 ・下 
タイザン 5 著 集英社  
地球にハッピーを広めるため降り立った

ハッピー星人・タコピー。助けてくれた少
女・しずかの笑顔を取り戻すため奔走する
が、少女を取り巻く環境は壮絶。無垢なタコ
ピーには想像がつかないものだった。ただ
笑って欲しかったタコピーが犯す罪とは
…!? 
 
726-ﾊ キングダム公式ガイドブック 
戦国七雄人物録  
原泰久 著  集英社  
公式ガイドブック第 3 弾!「戦国七雄」人

物大辞典!!総勢 500 人以上のキャラクター
を収録した究極の『キングダム』人物事典! 
 
【913 日本の小説】 
913-ｱ 今夜、もし僕が死ななければ 
浅原ナオト 著 新潮社  
新山遙には、死の近づいている人がわか

る。見て見ぬふりのできない彼は、死の近い
人々に声をかけ寄り添う。やがて、２４歳に
なった遙は、我が子の誕生を待っていたが
…。 
 
913-ｱ 雨の降る日は学校に行かない 
相沢沙呼 著 集英社  
昼下がりの保健室は教室に居場所のない

サエとナツのささやかな楽園だった。けれ

どサエが突然「自分のクラスに戻る」と言い
出して…。学校生活に息苦しさを感じてい
る女子中学生の憂鬱と、かすかな希望を描
き出す連作短編集。 
 
913-ｱ 7 人の名探偵 
綾辻行人ほか [著] 講談社  
世界は謎解きに満ちている！ 綾辻行人、

歌野晶午、法月綸太郎、有栖川有栖、我孫子
武丸…。７人のレジェンド作家たちが「名探
偵」をテーマに書き下ろした７編の物語を
収録する。 
 
913-ｱ Another 2001  
綾辻行人 著 KADOKAWA 
１９９８年度の〈災厄〉から３年。夜見北

中三年三組の一員となる生徒たちの中には、
３年前の夏、見崎鳴と出会った少年・想の姿
があった。今年は特別な〈対策〉を講じる想
たちだったが…。 
 
913-ｱ 早朝始発の殺風景  
青崎有吾 著 集英社  
青春は、気まずさでできた密室だ。始発の

電車で、放課後のファミレスで、観覧車のゴ
ンドラの中で。不器用な高校生達の関係が、
小さな謎と会話を通じて、少しずつ変わっ
てゆき…。短編５編を収録。ＷＯＷＯＷ連続
ドラマの原作。 
 
913-ｱ 未来を、11秒だけ 
青柳碧人 著 光文社  
早紀は、眠っている間に未来を見ること

ができる男・ジョージと出会う。彼の営むシ
ェアハウスで起きた失踪事件に、物の記憶
を夢に見る能力を持つ司と協力し、挑むこ
とに。やがて背後に蠢く犯罪組織の存在な
どが明らかになり…。 
 

 
913-ｱ さよなら、ビー玉父さん 
阿月まひる [著] KADOKAWA 
「頼む、そんな目でみないでくれ」 幼い

息子は、それでもダメな父親を追いかけた。
自分しか愛せない父と、子どもでいること
を必死に我慢する健気な息子が、親子をや
り直すために奔走する姿を描く。 
 
913-ｱ-1 金田一少年の事件簿 小説版 
[1] 天樹征丸 [著] 講談社 
かつて恐るべき連続殺人事件の舞台とな

ったホテル「オペラ座館」に、金田一一は再
び美雪、剣持警部とともに招かれる。この
「オペラ座館」であの惨劇の時と同じよう
に、「オペラ座の怪人」の舞台が行なわれよ
うとしていた…。 
 
913-ｱ-2 金田一少年の事件簿 小説版 
[2] 天樹征丸 [著] 講談社 
高校の元クラスメイトが住む雲場村を訪

れた金田一一と美雪。夏空に轟く雷鳴が「雷
祭」の始まりを告げる中、一たちは屋敷でお
びただしい蝉の抜け殻に包まれた一体の死
体を目撃し…。表題作を含む全３編を収録。 
 
913-ｱ 春夏秋冬代行者 春の舞 上・
下 暁佳奈 著 KADOKAWA 
世界には冬しか季節がなく、冬は孤独に

耐えかねて生命を削り、春を創った。やがて
大地の願いにより夏と秋も誕生し、四季が
完成した。この季節の巡り変わりを人の子
が担うことになり、“四季の代行者”と呼
ばれた…。 
 
913-ｲ 今はちょっと、ついてないだけ 
伊吹有喜 著 光文社  
自然写真家として人気を博したのち、全

てを失った男。だがある日、カメラを構える
喜びを思い出す。やり直そうと上京して住
み始めたシェアハウスには、同じように人
生に敗れた者たちが集まり…。 

913-ｲ 君のいない世界に、あの日の
流星が降る  
いぬじゅん 著 スターツ出版 
大切な恋人・星弥を亡くした月穂。夢の中

で、月穂が星弥との思い出をやり直してい
くと、なぜか過去の出来事が少しずつ夢の
中で変化していく。星弥が死ぬ運命を変え 
られるかもしれないと思った月穂は、ある
行動にでるが…。 
 
913-ｲ Dr.STONE :星の夢、地の歌 
稲垣理一郎 原作 ; 森本市夫 小説  
集英社 
文明が滅ぶ前。高校の入学式で「宇宙へ行

く」と宣言した千空は、科学部の乗っ取り作
戦を開始する。世界石化後の、石神村の宴会
＆バンド結成エピソードも収録。同名漫画
のノベライズ。 
 
913-ｲ Dr.STONE:声はミライへ向けて  
稲垣理一郎 原作 ; 森本市夫 小説 
集英社  
文明崩壊前、ＴＶ番組で司とゲンが対

決！？ 他、石神村でのラジオ放送やペルセ
ウス号出航前のシンデレラパーティーなど
全３話を収録。羽京や龍水などの人気キャ
ラも続々参戦の小説第２弾。 
 
913-ｲ 駆ける 少年騎馬遊撃隊 
稲田幸久 [著] 角川春樹事務所 
吉川元春に拾われ馬術の才を見出された

少年・小六。尼子再興を願う猛将・山中幸盛
（鹿之助）。ともに戦火で愛する人を失った
２人の譲れぬ思いが、戦場でぶつかる。勝つ
のは無垢なる魂か、それとも復讐の刃
か?！？ はじまりは三刀屋から！ 
【角川春樹小説賞（第１３回）】 

913-ｲ プロペラオペラ １．２ 
犬村小六 [著] 小学館  
極東の島国・日之雄。飛行駆逐艦艦長をつ

とめる美姫イザヤと、超傲慢天才参謀クロ
トは幼なじみ。素直になれない２人が駆る
のは重雷装飛行駆逐艦「井吹」。国家の命運
をかけて、世界最強の飛行艦隊との決戦に
挑む！ 
 
913-ｳ 君にささやかな奇蹟を 
宇山佳佑 [著] KADOKAWA 
第１０８代サンタクロース家当主の明日

真聖也は、愚図で意気地なしでニート街道
まっしぐら。そんな彼が、百貨店のおもちゃ
売り場で働く阿部伊吹に恋をした。サンタ
は彼女のために願いを叶えようとするが…。 
 
913-ｳ 七つの魔剣が支配する１～６ 
宇野朴人 [著] KADOKAWA 
気まぐれに生徒を飲み込む地下迷宮、怪

物じみた上級生たち、亜人種の人権をめぐ
る派閥の対立…。キンバリー魔法学校の新
入生に襲い掛かる数々の脅威。そんな中、オ
リバーは腰に日本刀を提げたサムライ少女
ナナオと縁を結び…。 
 
913-ｶ 魔女と猟犬  
カミツキレイニー [著] 小学館 
魔術師たちを独占する超大国アメリアの

侵略に対し、その脅威に曝された弱小国キ
ャンパスフェローの領主バドは、前代未聞
の奇策に出る。それは大陸に散らばる凶悪
な魔女たちを味方につけて戦争を仕掛ける
ことだった? 
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自習、本の貸出・返却、涼みに来ても OK。

ね。 

期限が過ぎた本は早く返しましょう！ 



913-ｶ 潮騒のアニマ  
川瀬七緒 [著] 講談社  
小さな離島で、ミイラ化した若い女性の

遺体が発見された。解剖医は、首吊り自殺で
死後３カ月以上との見解を示したが、法医
昆虫学者・赤堀涼子は、遺体に「昆虫相」が
ないことに目を留め…。警察ミステリー。 
 
913-ｷ はじめましてを、もう一度 
喜多喜久 [著] 幻冬舎  
友達の少ない理系男子・恭介が、クラスの

人気者・佑那から「告白」された。恭介の生
活にぐいぐい入り込んでくる奔放な美少女
に“理系のメンタル”が揺らぎ始め、想いが
“本当の恋”へと変わろうとしていた、その
とき…。 
 
913-ｸ 晴れ、時々くらげを呼ぶ 
鯨井あめ [著] 講談社  
父を亡くしたあと、他者と関わりを持た

ず、毎日をこなすように生きてきた僕。ある
日僕は、屋上で「くらげ乞い」をする奇妙な
後輩と出会い…。世界をちょっとだけ変え
たかった、「僕」と「彼女」と「僕たち」の
物語。【小説現代長編新人賞（第１４回）】 
 
913-ｸ 鬼の首を奪れ 潜入、諸国廻り 
倉阪鬼一郎 著 徳間書店 
諸国悪党取締出役を任ぜられた将軍家斉

のご落胤・飛川角之進は、みちのくの小藩・
陸中閉伊藩で不穏な噂を耳にする。この地
は、もともと鬼の棲み処だというのだ。おま
けに、藩主の顔を見たら目がつぶれるとま
で言われていて…。 
 
913-ｸ 鬼の花嫁 １～４ 
クレハ 著 スターツ出版  
人間とあやかしが共生する日本。平凡な

高校生・柚子は、妖狐の花嫁である妹と比較
され、家族にないがしろにされながら育っ
てきた。しかしある日、類まれなる美貌の男
性、鬼龍院玲夜と出会い…。和風あやかし恋
愛ファンタジー。 

 
913-ｹ ワカレ花  
けんご 著  双葉社  
通学の電車で、気の立った白猫に遭遇し

た高校生の遙。戸惑う彼女を助けたのは男
子高校生。毎朝見かける彼を振り向かせよ
うと、遙が取った行動とは…。「始業式」な
ど全８編を収録した、２つのストーリーで
紡がれる恋愛短編集。 
 
913-ｺ 壊れそうな君の世界を守るた
めに 小鳥居ほたる 著 スターツ出版 
高校２年の春。杉浦鳴海は、工藤春希とい

う見知らぬ男と体が入れ替わった。春希の
クラスメイト・高槻天音に正体を見破られ、
秘密を共有した２人は一緒に元の体に戻る

方法を探すことに。ある時、過去の夢を見た
鳴海は…。 
 
913-ｺ 捜し物屋まやま  
木原音瀬 著 集英社  
放火で家が全焼した三井は、“捜し物屋”

を営む間山和樹に助けられる。彼の知り合
いの弁護士の力も借りて、生活を立て直す
三井だったが…。 
 
913-ｺ 森の魔獣に花束を  
小木君人 [著] 小学館  
名家の跡継ぎになるため試練の旅に出た

クレヲは、禁断の森へ踏み込み、半人半植物
の魔獣の少女と出会う。あっけなく捕まり、
ペット同然に拘束されるが、いつしか安ら
ぎを覚えていくクレヲ。しかし、平穏な日々
は長く続かず…。 
 
913-ｻ テスカトリポカ 
佐藤究 著  KADOKAWA  
メキシコのカルテルに君臨した麻薬密売

人のバルミロ・カサソラは、対立組織との抗
争の果てにメキシコから逃走し、潜伏先の
ジャカルタで日本人の臓器ブローカーと出
会った。二人は新たな臓器ビジネスを実現
させるため日本へと向かい･･･。誰も見たこ
とのない、圧倒的な悪夢と祝祭が、幕を開け
る。第 34 回山本周五郎賞受賞。 
 
913-ｼ 雨上がり、君が映す空はきっ
と美しい 
汐見夏衛 著 スターツ出版 
昔から母親や周囲に外見をけなされ、目

立たないように“普通”を演じていた美雨
が、映研の部長・映人先輩にひとめぼれした。
見ているだけの恋のはずが、先輩から部活
に誘われて世界が一変し…。 
 
913-ｼ 臆病な僕らは今日も震えなが
ら  汐見夏衛 著  実業之日本社 
不可解な「虹色の世界」の夢を幼い頃から

繰り返し見ていた女子高生・緒方きららは、
偶然、同じ夢を見続ける青年・芳川景と出会
う。やがて、夢の謎を追うふたりに、想像を
絶する過酷な真実が待ち受けて…。 
 
913-ｼ 真夜中の底で君を待つ 
汐見夏衛 [著] 幻冬舎  
喫茶店でアルバイトをする１７歳の更紗

と、常連客の「黒縁さん」が、夜の公園で偶
然出会い…。愛に飢えた彼女と愛を諦めた
彼が織り成す成長の物語。 
 
913-ﾀ QED神鹿の棺  
高田崇史 著 講談社  
茨城県の山中にある寂れた神社の宝物庫

にあった陶製の大瓶の１つから、古い白骨
死体が発見された。桑原崇は、友人らととも

に茨城へ向かう。警察や郷土史家らが出入
りするなか、新たな殺人が起き…。 
 
913-ﾁ 甦る殺人者 天久鷹央の事件
カルテ 知念実希人 著 新潮社 
都内近郊で若い女性が次々と惨殺された。

警察は、ＤＮＡ鑑定で容疑者を割り出すが、
それは４年前に死んだ男だった。死者の復
活か、真犯人のトリックか。天才女医・天久
鷹央が、シリアルキラーの謎に挑む。 
 
913-ﾅ 秘剣の名医 蘭方検死医沢村
伊織 永井義男 著  コスミック出版 
腕のよい蘭方医として知られ、ときに奉

行所の検死もおこなう沢村伊織のもとへ、
舞台道具屋の手代が駆けこんできた。店主
の母が、立ったまま苦悶の表情を浮かべて
亡くなったという。伊織はその死因の調査
を依頼され…。 
 
913-ﾊ 東京ロンダリング  
原田ひ香 著 集英社  
内田りさ子、３２歳。訳あって夫と離婚し、

戻る家をなくした彼女は、都内の事故物件
を一か月ごとに転々とするという、一風変
わった仕事を始める。人付き合いを煩わし
く思い、孤独で無気力な日々を過ごすりさ
子だったが、身一つで移り住んだ先々で出
会う人とのやりとりが、次第に彼女の心を
溶かしてゆく。心温まる人生再生の物語。 
 
913-ﾊ ランチ酒  
原田ひ香 著 祥伝社  
犬森祥子、バツイチ、アラサー、愛する娘

は別れた夫のもとに…。泣きたいときもあ
るけれど、夜勤明けの疲れを吹き飛ばすの
は、街で出会ったおいしい料理とうまい酒。
心を癒し、胃袋を刺激する絶品小説。 
 
913-ﾋ プリズム  
百田尚樹 [著] 幻冬舎  
世田谷に古い洋館を構える家に、家庭教

師として通う聡子。ある日、彼女の前に、屋
敷の離れに住む謎の青年が現れる。激しく
変化する青年の態度に困惑しながらも、聡
子は彼に惹かれていき…。哀しくミステリ
アスな恋愛小説。 
 
913-ﾌ 渇き、海鳴り、僕の楽園 
深沢仁 [著] ポプラ社  
自分の代わりに「楽園」で働いてほしい…。

同級生の「一生のお願い」に、退屈な日々を
過ごすウィルはなにもかも投げ打って最果
ての島へと旅立つ。墓守グレイと墓地だけ
の美しい島で、ウィルは哀しい秘密を解き
明かしていく…。 
 
913-ﾏ 山中鹿之助  
松本清張 著 小学館  

主君・尼子家の再興を願い、大敵・毛利に
果敢に挑み暴れた、山陰の戦国猛将・山中鹿
之助。１００度打ちのめされ、１０００回も
挫折を味わう壮絶な鹿之助の人生を生き生
きと描く。 
 
913-ﾏ 監獄に生きる君たちへ 
松村涼哉 [著] KADOKAWA 
「私を殺した犯人を暴け」 廃屋に囚われ

た６人の高校生たちに届いた一通の手紙。
差出人は７年前にここで死んだ恩人・茜だ
った。恐怖の中、彼らはあの夜の証言を重ね
ていく。見え隠れする?と秘密…この中に犯
人がいる？ 
 
913-ﾐ 大怪獣のあとしまつ  

映画ノベライズ  
三木聡 脚本 ; 橘もも [著] 講談社 
人類を恐怖に陥れた巨大怪獣が突然、死

んだ。国民が安心したのもつかのま、死体の
「あとしまつ」という問題が残された。腐
敗・膨張が進み爆発の危険が迫るなか、数々
の作戦が決行され…。２０２２年２月公開
映画のノベライズ。 
 
913-ﾐ ミライヲウム  
水沢秋生 著 小学館  
好きな人に触れると未来が見える体質の

凛太郎は、恋愛とは無縁の大学生活を貫い
ていた。だが、大学２年の大晦日の夜、同級
生にキスされた瞬間、とんでもない未来を
見てしまう。その結末を変えるべく、凛太郎
は奔走するが…。 
 
913-ﾐ ランチ探偵 彼女は謎に恋を
する 水生大海 著 実業之日本社 
ランチ合コンにいそしむ阿久津麗子と謎

には目がない天野ゆいかの迷コンビには、
コロナ禍のなかでも新たな出会いが待って
いた。合コン相手が持ち込む謎に目を輝か
せ推理するゆいかに、麗子は天を仰ぎ…。恋
の行方も気になる本格グルメミステリー。 
 
913-ﾑ 猫はわかっている  
村山由佳,ほか 著 文藝春秋 
仕事と家事・育児にフル回転のわたしが、

余命幾ばくもない猫を引き取り…。人気作
家７人が猫への愛をこめて贈る、猫の小説
アンソロジー。 
 
913-ﾕ 星になりたかった君と 
遊歩新夢 著 実業之日本社 
祖父の遺志を継ぎ、私設天文台の守り番

となった大学生の秀星は、星祭りの夜に高
校生の那沙と出会う。「誰も知らない星」を
見つけたいと望む那沙。彼女の前向きさに
背中を押され、秀星も新天体発見への情熱
を再燃させるが…。 

 

913-ﾕ 終点のあの子  
柚木麻子 著 文藝春秋  
私立女子高校の入学式の日、内部進学の

希代子は、高校から入学した奥沢朱里に声
をかけられた。希代子は風変わりな朱里が
気になって仕方がない。朱里と一緒にお昼
を食べる仲になった矢先、希代子にある変
化が…。全４篇を収録。 
 
913-ﾖ 王とサーカス  
米澤穂信 著 東京創元社 
２００１年、雑誌の仕事でネパールに向

かった太刀洗万智。王宮で王族殺害事件が
勃発し、彼女はジャーナリストとして取材
を開始するが…。疑問と苦悩の果てに、太刀
洗が辿り着いた痛切な真実とは？ 
 
913-ﾖ おかえり横道世之介  
吉田修一 著 中央公論新社 
バブルの売り手市場に乗り遅れ、バイト

で食いつなぐ横道世之介、２４歳。人生のダ
メな時期にあるが、彼の周りには笑顔が絶
えない。そして２７年後、オリンピックに沸
く東京で小さな奇跡が…。沖田修一と高良
健吾の対談も収録。 
 
933-ｲ ロボット・イン・ザ・ハウス 
デボラ・インストール 著 小学館 
ベンと元妻エイミーに女の子ボニーが誕

生して９カ月。お兄ちゃんになった旧式ロ
ボ・タングは、妹ボニーのお世話をしようと
大奮闘。そんなある日、庭にまた一体のロボ
ットが…。「ロボット・イン・ザ・ガーデン」
の続編。 
 
933-ｷ ゴールデンボーイ  

恐怖の四季春夏編  
スティーヴン・キング 著 新潮社 
トッドは明るい性格の頭の良い高校生だ

った。ある日、古い印刷物で見たことのある
ナチ戦犯の顔を街で見つけた。昔話を聞く
ため老人に近づいたトッドの人生は、それ
から大きく狂い…。キング中毒の方、及びそ
の志願者たちに贈る、推薦の１冊。 
 
933-ｼﾞ ぼくだけの山の家  
ジーン・クレイグヘッド・ジョージ 作 ; 茅野
美ど里 訳 偕成社  
自分ひとりの力でやれる?ニューヨーク

の家を出て、少年サムがむかったのは、キャ
ッツキル山脈の深い森。大木のうろをすみ
かとし、ハヤブサ「フライトフル」とともに
一年間をすごす。すべてを自分で考え、つく
り、解決してゆくサム。やがて、自然とは、
そして自分とはなにか、ということに気が
つきははじめる。アメリカでよみつがれて
きた名作、５０年目の初邦訳。 

 
 


