
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●火星に住むつもりかい？ 

伊坂 幸太郎【著】 

住人が相互に監視し、密告する。危

険人物とされた人間はギロチンに

かけられる―身に覚えがなくとも。

交代制の「安全地区」と、そこに配

置される「平和警察」。この制度が 

出来て以降、犯罪件数が減っているとい

うが…。今年安全地区に選ばれた仙台で

も、危険人物とされた人間が、ついに刑 

に処された。こんな暴挙が許

されるのか？そのとき！全身

黒ずくめで、謎の武器を操る

「正義の味方」が、平和警察

の前に立ちはだかる！ 

そろそろ1年が終わりますね。1年生は2年生に、2

年生は3年生になりますね。私にとっての1年はとにか

く色んなことがありました。初めて友達とご飯を食べに

行ったり、大人数で遊びに行ったり、友達と喧嘩した

り・・・・・・(仲直りしましたよ！！) 部活動でも部員

同士でギクシャクしたり仲良くなったり。あれ？なんか

『青春』っぽい？まさか中学から高校に入ってこんなに

生活や環境がガラッと変わるとは思っても見ませんでし

た。凄く充実した1年だったとおもいます。皆さんの1

年はどんな1年でしたか？ （BY Ｙ．Ｍ．さん） 

 

この1年を振り返って、ほとんど多くの人が思うことは「忙しかっ

た」ではないでしょうか。私自身、行事や部活、テスト、総学などで

本当に忙しかったです。でも、その忙しかったこと以上に素敵な思い

出もたくさんできました。例えば修学旅行で石垣島を訪れたことや、

苦手な数学で珍回答を連発して友達と笑ったことなど多くの楽しかっ

たことがありました。1年を振り返って「忙しかった」と思う人は何

事にも全力で取り組めた人ではないでしょうか。 

4月から私は受験生です。きっと今年以上に大変な1年になると思い

ます。それでも、来年の今頃「忙しかったけど、充実してたな」と思

えるように、1日1日を大切に過ごしていきます。 

                  （ｂｙ くま大臣さん） 

 

○しんせかい 

山下 澄人【著】 

１９歳の山下スミトは演劇塾で学

ぶため、船に乗って北を目指す。

辿り着いた先の“谷”では、俳優

や脚本家志望の若者たちが自給自

足の共同生活を営んでいた。苛酷

な肉体労働、“先生”との軋轢、地

元の女性と同期の間で揺れ動く感 

情―。思い出すことの痛

みと向き合い書かれた

表題作のほか、入塾試験

前夜の不穏な内面を映

し出す短篇を収録。 

●「いつも誰かに振り回される」 

が一瞬で変わる方法 

大嶋 信頼【著】 

嫌だと思っても言えな

い、つい下手に出てしま

う、「あのひと言」がずっ

と忘れられない…知らぬ 

間にできた力関係から解放される！ 

 

 

●本を守ろうとする猫の話 

夏川 草介【著】 

高校生の夏木林太郎は、

夏木書店を営む祖父と二人

暮らしをしてきたが、祖父

が突然亡くなって生活が一

変。面識のなかった伯母に

引き取られることになり本

の整理をしていた林太郎は 

書棚の奥で人間の言葉を話すトラネコと出会

う。トラネコは、本を守るため林太郎の力を借

りたいのだという。痛烈痛快！ センス・オブ・

ワンダーに満ちた夏川版『銀河鉄道の夜』！ 

「手紙屋」蛍雪篇 

―私の受験勉強を 

変えた十通の手紙 

喜多川 泰【著】 

何のために勉強するんだろう？何のた

めに大学に行くんだろう？進路に悩む

女子高生、和花が「手紙屋」から学ん

だ、勉強の本当の意味とその面白さ。

ベストセラー『君と会えたから…』『手

紙屋』の著者が贈る渾身のメッセージ。 

 

 

●村に火をつけ、白痴になれ 

―伊藤野枝伝 

栗原 康【著】 

ほとばしる情熱、躍動

する文体で迫る、人

間・野枝。筆一本を武

器に、結婚制度や社会 

道徳と対決した伊藤野枝。彼女が

生涯をかけて燃やそうとしたもの

は何なのか。恋も、仕事も、わが

まま上等。お金がなくても、なん

とかなる。１００年前を疾走した

彼女が、現代の閉塞を打ち破る。 

 

●脳の右側で描け 第４版 

エドワーズ，ベティ【著】 

世界で最も広く用いられているデ 

ッサン技法書。絵を描く才能などな

いと思っている人、いまさら教えても

らってもむりだという人。あるいはプ

ロの画家、画学生、日曜画家としてデ

ッサンに親しんでいる人たちにとって 

この本は自分の能力に大き

な自信を与え、芸術への考

えを深め、この世界への新

しい見方を示してくれる。 

●ママがおばけになっちゃった！ 

のぶみ【作】 

「ママ、すごい！とうめいですけてる

よ！」「そうよ、おばけなんですもの。」「ぼ

く、どうすればいいの？」「ぼくがママのこ

どもでよかった？」さよならのまえに、かん 

たろうとおっちょこちょいのママがつたえた、「だいす

き」のきもち。おっちょこちょいのママだけど、むすこ

のかんたろうが、なによりもたいせつ。いいところも、

ダメなところも、かぞえきれないくらいの「すき」でい

っぱい。親から子へ、子から親へ、心をつたえる絵本。 

 ●この世界の片隅に  

こうの 史代【著】 

昭和の戦中。広島市から軍都呉

市に嫁いだすずは、不器用なが

ら北條家に徐々に溶け込み日々

を過ごす。やがて戦争の暗雲が 

周囲を色濃く染めていく。大空襲、 

原爆投下、終戦。歴史の酷

い歯車が一人の女性の小さ

な世界をゆがませていく。

心を揺さぶる最終巻へ！ 

 

●面白くて眠れなくなる天文学 

北極星は移動する！？太陽の寿

命はあと何年？第二の地球を探

す「宇宙人方程式」、重力波で宇

宙誕生のひみつに迫る…、思わず

徹夜してしまう天文のはなし。 

●面白くて眠れなくなる数学 

クレジットカードの会員番号

のひみつ／おつりを簡単に計

算するテクニック／iPod は数

学が奏でる／1＋1＝2 って本

当？／ミステリアス・ナンバー

12/9の（9乗の9）乗の大き

さはどれくらい？…面白い！ 

●生きものと向き合う仕事 

田向 健一【著】 

命は決して平等ではない。獣医学は

元々、人類の健康と食を守るための学

問だから、動物を救うことが真理では

ない。冷静な頭と温かい心で日々、生

き物たちと向き合う獣医師が伝える

命とは、病気とは、生きるとは？ 

 

●科学の世界のスケール

感をつかむ 

  小谷 太郎【著】 

  KAERUKOVA【画】

もしも地球がメロンの大

きさだったら―月は、メロ

ンから４メートル離れた

ウメ。太陽は？その他の惑

星は？極大から極小まで、

科学の世界の途方もない

スケール感を、身近なもの

に例えながら、 

豊富なイラス 

トで「体感」し、

「つかんで」い

きます。 

 

 

●記憶屋〈２〉 

 織守 きょうや【著】 

高校生の夏生はかつて、友人

達と一斉に、記憶を失うという

不可解な経験をしていた。夏生

を訪ねてきた猪瀬という新聞

記者は、それは彼が追っている

「記憶屋」の仕業だという。忘

れたい記憶を消してくれる、記

憶屋。夏生は、その行為が悪い 

ことだとは考えていなかっ

た。だが記憶屋の正体が親友

の芽衣子ではないかと疑わ

れ、夏生は彼女の無実を証明 

するために猪瀬

の記憶屋探しに

協力するが…。 

待望の続編。 

 

 

●結物語  西尾 維新【著】 

怪異譚となる前の“風説”を取り締

まる直江津署風説課で働きはじめた警

察官・阿良々木暦。町を離れた、ひた

ぎと翼。二十三歳になった三 

人が選ぶ道と、暦が最後に伝 

える想いとは…？知れば知る 

ほど、知らないことが増えて 

いく。これぞ現代の怪異！ 

 

 

 

 



 

☆猫と幽霊と日曜日の革命―サクラダリセット〈１～７〉 河野 裕【著】 

見聞したことを忘れない能力を持つ高校生・浅井ケイ。世

界を三日巻き戻す能力・リセットを持つ少女・春埼美空。

ふたりが力を合わせれば、過去をやり直し、現在を変える

ことができる。しかし二年前にリセットが原因で、ひとり

の少女が命を落としていた。時間を巻き戻し、人々の悲し 

みを取り除くふたりの奉仕活動は、少女への贖罪なのか？ 

●君の名は。―Ａｎｏｔｈｅｒ Ｓｉｄｅ：Ｅａｒｔｈｂｏｕｎｄ 

加納 新太【著】/新海 誠【原作】 

アニメ『君の名は。』の世界を掘り下げる。夢を見ることをき

っかけに女子高生・三葉と入れ替わるようになる瀧は、慣れな

い女子の身体、未知の田舎暮らしに戸惑いつつ、徐々に馴染ん

でいく。身体の持ち主である三葉のことをもっと知りた 

いと瀧が思い始めたころ、普段と違う三葉を疑問に思った人たちも…。 

 

 

●旅猫リポート 

 有川 浩【著】 

野良猫のナナは、瀕死の自

分を助けてくれたサトルと

暮らし始めた。それから五

年が経ち、ある事情からサ 

トルはナナを手離すことに。『僕の猫を

もらってくれませんか？』一人と一匹 

は銀色のワゴンで“最後の旅”

に出る。懐かしい人々や美し

い風景に出会ううちに明かさ 

れる、サトルの秘密

とは。永遠の絆を描

くロードノベル。 

 

☆舞台  西 加奈子【著】 

太宰治『人間失格』を愛する葉太。

初めての海外、ガイドブックを丸暗

記してニューヨーク旅行に臨むが、

初日の盗難で無一文になる。旅は一 

日４ドルの極限生活に

―。命がけで「自分」

を獲得してゆく青年の

格闘が胸を打つ傑作。 

 

 

●なかなか暮れない夏の夕暮れ 

江國 香織【著】 

本ばかり読んでいる稔、姉の雀、元

恋人の渚、娘の波十、友だちの大竹と

淳子…。切実で愛しい小さな冒険の 

日々と頁をめくる官能を描き 

切る、待望の長篇小説。 

 

 

 

 

☆屋根より深々と 文月 悠光【著】 

詩は紙の上に在るのではなく、日常の

中で心に芽生えるもの、目撃してしま

う一つの現象だと思う。詩が好きだか

らこそ、変わっていくことを恐れずに 

いたい。そう語る著者の、『適

切な世界の適切ならざる私』 

に続く第２詩集。 

●にっぽんスズメ歳時記 

―ＷＥ 〓 ＳＵＺＵＭＥ！ 

中野 さとる【写真】  

スズメがこんなに間近で、こんな

に表情豊かに見られるなんて！イ

ンスタグラムで大人気のスズメ写

真家、待望の初作品集！ 

●マチネの終わりに 

平野 啓一郎【著】 

結婚した相手は、人生最愛の人ですか？た

だ愛する人と一緒にいたかっ 

た。なぜ別れなければならな 

かったのか。恋の仕方を忘れ 

た大人に贈る恋愛小説。 

 

 

 

 

◎ルポ トランプ王国  

－もう一つのアメリカを行く 

金成 隆一【著】 

なぜトランプなのか？ニューヨークか

らアパラチア山脈を越え地方へ。朝日

新聞の人気デジタル連載が新書化。 

◎落語と歩く    田中 敦【著】 

落語を道づれに、昔と今が行きかう愉

しい旅をしよう。落語ゆかりの地を訪

ね歩く著者による、地名エッセイ。 

◎対話する社会へ  暉峻 淑子【著】 

人と人のつながりを取り戻し、社会を

変革していく「対話」とは、人間にと

って何なのか。著者渾身の警世の書。 

◎憲法改正とは何だろうか 

 高見 勝利【著】 

憲法改正は最高法規である憲法を変更

する最高の権力作用だ。このすぐれて

政治的な作用の奥行を探る必読書。 

◎系外惑星と太陽系 井田 茂【著】 

太陽系とは何か。地球とは何か。想像

を超えた異形の星たち。「天空の科学」

が明らかにする別世界の旅へ。 

◎裁判の非常と人情  原田 國男【著】 

思わず笑いを誘う法廷での一コマか

ら、裁判員制度、冤罪、死刑まで。元

高裁判事が綴る知られざる裁判の世界 

◎北原白秋 - 言葉の魔術師  

 今野 真二【著】 

詩、短歌、童謡、童話。様々な名作

を残した近代文学の巨匠の全貌を辿

り、広大な言語宇宙の秘密に迫る。 

☆毎日っていいな 

吉本 ばなな【著】   

この歳になって、新しくなにか

を取得できるなんて、なんてす

ばらしいことだろう！読むほど 

に日々が愛おしくなる５０のエッセイ。 

 ☆火の鳥〈１～１１〉   手塚 治虫【作】 

「その生き血を飲めば永遠の命を得ることが

できると言われている……」。「永遠の命」をテ

ーマに、手塚治虫が生涯にわたって描き続けた

ライフワーク作品 「火の鳥」シリーズ全巻を

購入。第１巻には「騎馬民族渡来 

説」を取り入れ、独自の解釈によ

る日本神話を描いた「黎明編」に

加え、手塚治虫エッセイ集より

「『火の鳥』のロマン」を掲載。  

●☆神様の御用人〈１～６〉 

浅葉 なつ【著】 

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、古事記や民話に登場する神々に振り回さ

れることになり…！？特殊能力もない、不思

議な力を放つ道具も持ってない、ごく普通の

“人間”が、秘めたる願いを持った神様たち

にできること。助っ人なのかパシリなのか。 

    ☆何様      朝井 リョウ【著】 

何者かになったつもりの自分に裏 

切られ続ける毎日。光を求めて進 

進み、熱を感じて立ち止まる。昨秋映画 

化された『何者』アナザーストーリー六篇を収録。 

☆ままならないから私とあなた  

友人の結婚式で出会った彼女は、他の

場所では全く違うプロフィールを名乗

っていた―「レンタル世界」。 

高校時代から発明家として脚光を浴び 

てきた薫。しかし、薫をずっと近くで見ていた雪

子は、彼女があまりに効率を重んじることに疑問

を感じる―「ままならないから私とあなた」 

 

●日本列島１００万年史―大地に刻まれた壮大な物語 

山崎 晴雄/久保 純子【著】 

１５００万年前、ユーラシア大陸の東の端から分かれて生まれ

た日本列島。現在、私たちが目にする風景を主に形作った１０

０万年前以降（第四紀後半）を中心に、複雑な地形に富んだ列

島の成り立ちを解き明かします。見慣れた景色に隠された意外

な歴史。足下に広がるドラマチックワールドへようこそ！ 

 

☆星に願いを、そして手を。 

青羽 悠【著】 

大人になったら僕たちは、

“夢”と向き合う。中学三年

生の夏休み。宿題が終わって 

いない祐人は、幼馴染の薫、理奈、春

樹とともに、町の科学館のプラネタリ

ウムに併設された図書室で、毎年恒例

の勉強会をおこなっていた。小学校か

らずっと一緒の彼らをつないでいたの 

は、宇宙への強い好奇心だった。四人 

でいれば最強だと信じて疑わなかった。そ

れぞれの道を歩んでいた彼らが、大切な人

の死をきっかけに再び集まることになる。

第29回小説すばる新人賞最年少受賞作。 

●伝わる・揺さぶる！文章を書く 
山田 ズーニー【著】 

お願い、お詫び、議事録、志望理由など、

私たちは日々、文章を書いている。どんな

小さなメモにも、読み手がいて、目指す結

果がある。どうしたら誤解されずに思いを

伝え、読み手の気持ちを動かすことができ

るのだろう？本書では小論文指導のエキ

スパートが、「意見」「望む結果」「論点」

「読み手」「自分の立場」「論拠」「根本思 

想」の七つの視点から、よい文章を書く

ための戦略をアドバイスする。自分の頭

で考え、他者と関わることの痛みと歓び

を問いかける心を揺さぶる表現の技術。 

 

 

長期貸出
できます!! 

●君の名は。－ANOTHER SIDE EARTHBOUND 

加納 新太【著】/新海 誠【原作】 

アニメ『君の名は。』の世界を掘り下げる。女子

高生・三葉と入れ替わるようになる瀧は、慣れ

ない女子の身体、未知の田舎暮らしに戸惑いつ

つ、徐々に馴染んでいく。身体の持ち主である 

三葉のことをもっと知りたいと思い始めた。そして・・・。 

1年 116７冊 

2年 874冊 

3年 882冊 

 

 

あと６２冊で、最近５年間で最高の

貸出数になる。半年間図書室が遠い

のによく借りに来てくれた。感謝！ 

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784062935616

