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『みかづき』 （森 絵都）

『大合格 参考書じゃなくオレに聞け！』
（中田 敦彦）

『えんとつ町のプペル』 （にしのあきひろ）

昭和３６年。小学校用務員の吾郎は、勉強を教えてい
た児童の母親・千明に誘われ、学習塾を立ち上げる。
千明と結婚し、家族になった吾郎。塾も順調に成長す
るが、予期せぬ波瀾が２人を襲う。
『小説すばる』連載
を単行本化。

究極の暗記法ってありますか？ 気持ちを前向きにす
るコツは？ 勉強と部活の両立をどうするべき？ 受
験・恋愛・人間関係の悩みに慶應大卒のタレント・中
田敦彦が答える。『スタディサプリ放課後版』連載に
加筆し書籍化。

信じぬくんだ。たとえひとりになっても。えん
とつだらけの町。そこに住むひとは、黒い煙に
とじこめられて、青い空を知りません。えんと
つそうじ屋の少年ルビッチは、ハロウィンの日
にあらわれたゴミ人間のプペルと出会う。

『「凛とした魅力」がすべてを変える フランス人
『ざんねんないきもの事典 おもしろい！進化
は１０着しか服を持たない ファイナル・レッスン』
のふしぎ 正』 （今泉 忠明）
（ジェニファー・Ｌ・スコット著/神崎 朗子訳）

『かがみの孤城』 （辻村 深月）
部屋に閉じこもっていたこころの目の前で、鏡が光り始
めた。輝く鏡をくぐり抜けた先の世界には、似た境遇の
７人が。秘めた願いを叶えるため、７人は城で隠された
鍵を探す。『ａｓｔａ＊』連載を大幅に加筆修正して単
行本化。

したくないことは感じよくきっぱりと断る。誰にでも
礼儀をもって接し、自分に恥じない行動を取る。パリ
の由緒ある貴族の家にホームステイした著者が、凛と
した態度や振る舞いを心掛けることの重要さを説く。

『星に願いを、そして手を。』 （青羽 悠）

『ガーディアン』 （薬丸 岳）

【小説すばる新人賞（第２９回）】中学生の頃、４人の
親友を繫げていたのは「宇宙」への果て無き好奇心だっ
た。やがて離れ離れになった彼らは大人になり、それぞ
れ別の道を歩いていたが、大切な人の死をきっかけに再
会する。
『小説すばる』掲載を書籍化。

スマホやＳＮＳが普及し、教師は生徒の悩みを把握し
きれない。いじめ、不登校、夜間徘徊−荒れていた中
学校は、匿名生徒による自警団「ガーディアン」によ
って落ち着いた。赴任したばかりの秋葉は単身、学校
の謎に迫る。

「クジャクの羽は長すぎてじゃま」
「サイの角はた
だのいぼ」
「イルカは眠るとおぼれる」
。進化の結果、
なぜかちょっと残念な感じになってしまった生き
物たちを、楽しいイラストとともに紹介する。

『１０１人が選ぶ「とっておきの言葉」』
（河出書房新社）
俳優、スポーツ選手、小説家、芸人、音楽家、学者、
起業家など、さまざまな分野で活躍している１０１
人が選ぶ「とっておきの言葉」を、選んだ理由とと
もに紹介する。

『ＡＲＴＩＳＴ ｔｏ ａｒｔｉｓｔ 未来の芸術家たちへ
『こぐちさんと僕のビブリアファイト部活動日誌
ビブリア古書堂の事件手帖スピンオフ』 （三上 延）

『ひきこもりの弟だった』 （葦舟 ナツ）

鎌倉の高校。豊富な蔵書を持ちながら、廃止寸前の旧図書
室維持のため、生徒同士で書評バトルを行うことに。栞子
さんも登場。本好き少女と恋する少年の物語。『電撃文庫
ＭＡＧＡＺＩＮＥ』掲載に書き下ろしを加えて文庫化。

きこもりの兄を持つ青年、啓太。誰も愛せず孤独に
生きる彼は、ある雪の日、不思議な出会いをした女
性と“夫婦”となる。白昼夢のような夫婦生活のな
か、啓太は自らの半生を追憶していく。

２３人の絵本作家からの手紙』
【電撃小説大賞〈選考委員奨励賞〉
（第２３回）
】ひ （エリック・カール絵本美術館）

『弱虫ペダル ５１』 （渡辺 航）
『ばらかもん １５』 （ヨシノ サツキ）
『８６−エイティシックス−』 （安里アサト）
『アクセル・ワールド ２１ 雪の妖精』 （川原 礫）
【電撃小説大賞大賞（第２３回）】サンマグノリア共和国
『Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 １３』 (長月 達平)
の〈存在しない第８６区〉
。そこでは「エイティシックス」
『大伝説の勇者の伝説 １６ 昼寝男の結婚』 （鏡 貴也）
の烙印を押された少年少女たちが日夜〈有人の無人機〉と
して戦い続けていた。若者たちを率いる少年・シンと彼ら 『心霊探偵八雲 １０ 魂の道標』 （神永 学）
の指揮を執る少女・レーナの物語。

『ウォーリアーズ ４−３ 夜のささやき』
（エリン・ハンター著/高林 由香子訳）

※ 皆さんからのリクエストを受け付けています！

安野光雅やエリック・カールなど、世界で活躍する２
３人の絵本作家が、仕事や作品のこと、創作にかけた
人生のことを語る。未来の芸術家である子供たち、創
作、美術教育に興味のある大人へ贈るメッセージ。

夢を追いかける起業家たち ディズニー、ナイキ、
マクドナルド、アップル、グーグル、フェイスブック

（ギルバート他著/原 丈人訳）
世界有数のアメリカのグローバル企業をおこした
若き起業家たちのユニークな発想の原点と、新たな
技術を駆使して世界を変えていった足跡を、カラー
写真とともにコンパクトにつづる。
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～情報科学絵本～
『パソコンの仕組みの絵本 パソコンの実力がわ
かる９つの扉 ＣＰＵやメモリ、周辺機器の役割
がわかる』 （アンク）
これだけわかれば、怖くない!? ＣＰＵの働きから周
辺機器、ネットワークの基本まで、知っておきたいパ
ソコンの仕組みを、イラストを用いてわかりやすく説
明する。

『インターネット技術の絵本 Ｗｅｂテクノロジー
を知るための９つの扉 ネット初心者のための
基本ガイド』 （アンク）
Ｗｅｂとメール、ネットワーク構成、サーバーサイ
ド技術、セキュリティなど、インターネットのしく
みやインターネットで利用されている技術につい
て、イラストをふんだんに使って解説する。

～読書感想文

課題図書～

『フラダン』 （古内 一絵）

『スーパーセル 恐ろしくも美しい竜巻の驚異』
（マイク・ホリングス・ヘッド）

女子率１００％のフラダンス愛好会“アーヌ
エヌエ・オハナ”に集められた４人の男子高
校生。その目的は男女混合によるフラガール
ズ甲子園出場だった！ 震災から５年後の福
島を舞台に描くとびきりの笑顔と涙の青春ス
トーリー。

魅惑的な写真で世界中の人気を博す２人のストー
ムチェイサーがとらえた、荘厳でときに破壊的なス
トームの写真３４０枚をオールカラーで紹介する。
巻末には気象に関する解説および用語集あり。

『アルファ』 （イェンス・ハルダー著/菅谷 暁）

『ストロベリーライフ』 （荻原 浩）

万物創世、宇宙と地球と生命の歴史を、２０００枚
におよぶ画で描いた大絵巻。ビッグバンから人類誕
生までの１４０億年を、圧倒的なイマジネーション
と壮大なスケールでたどる。

農家なんてかっこ悪い。と思っていたはずだっ
た。イチゴ農家を継げと迫る母親。猛反対の妻。
志半ばのデザイナーの仕事はどうする？ 恵介
３６歳、いま、人生の岐路に立つ！ 『毎日新聞』
日曜くらぶ連載を単行本化。

『理系の子 高校生科学オリンピックの青春』
（ジュディ・ダットン著/横山 啓明）

『犬が来る病院 命に向き合う子どもたち
が教えてくれたこと』 （大塚 敦子）

「核融合炉」の製作に挑んだ少年、自閉症をもついと
このため教育プログラムを生み出した少女。世界中の
優れた理科の自由研究が集まる、高校生の科学オリン
ピック「インテル国際学生科学フェア」の参加者たち
の実話を紹介する。

日本で初めて小児病棟にセラピー犬の訪問を
受け入れた医療機関、聖路加国際病院。写真絵
本「わたしの病院、犬がくるの」から７年、医
師や看護師など多くのスタッフによる取り組
みを、４人の子どもたちの生死を通して描く。

～その他～
『僕らが毎日やっている最強の読み方 新聞・雑誌・ネット・書籍
から「知識と教養」を身につける７０の極意』 （池上 彰）
池上彰、佐藤優のように自分の力で世の中を読み解くには。新聞、雑
誌、書籍の読み方からスマホ、ＳＮＳなどネットの使い方まで、２人
の全スキルを紹介する。人から情報を得る７つの極意も明かす。

『「感情」の解剖図鑑 仕事もプライベートも充実させる、心の操り方』
（苫米地 英人）
怒り、悲しみ、不安、喜び、興奮、感動。あらゆる感情を、脳科学的な観
点に加え、社会学、人類学的な観点から徹底解剖。コーチング理論や瞑想
法などのメソッドを駆使して、人生を好転させる「感情の使い方」を伝授
する。
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～自然科学～

『プログラムの絵本 プログラミングの基本が
わかる９つの扉』 （アンク）
初心者がプログラミングを始めるまでの足掛かり
となるようなことがらから、プログラミング言語
の種類や使われる場面、近年のプログラミングに
関するトピックスまでを、イラストを多用してわ
かりやすく解説する。
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～キミも英語多読に挑戦しよう！～
★多読とは？
やさしすぎるくらいの本から始めて、読む楽しさを味わいながら、とにかくたくさんの本を読むことで、
英文が読めるようになります。ゆっくりでもいいので、すこしずつ始めていきましょう。

『The Julian Stories』（Ann Cameron）

『Spunky Tells All』（Ann Cameron）

お父さんと Julian と Huey の３人で、お
母さんのために作った素敵なプリンを
置き去りにして、お父さんはお昼寝?!お
母さんのためにみんなで作ったプリン
を、２人は守りきれるのか。Julian と
Huey の兄弟が繰り広げる、楽しくてかわ
いらしい短編集です。

Julian と Huey の飼い犬の Spunky に
は、家族のみんなに話したい秘密がた
くさんあります。でも犬の言葉は人間
にはわかりません。誤解の果てにあろ
うことか、子猫を飼うことに!? 犬と
猫と人間の友情を通して Spunky は大
切なものを見つけます。

