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『透明な螺旋 （ガリレオシリーズ）』 （東野 圭吾） 
愛する人を守ることは罪なのか。房総沖で男性の遺体

が見つかり、失踪した恋人の行方をたどると、関係者

として天才物理学者の名が挙がった。草薙は、横須賀

の両親のもとに滞在する湯川学を訪ねる。 

『ｉｎｖｅｒｔ 城塚翡翠倒叙集』 （相沢 沙呼） 
綿密な犯罪計画により実行された殺人事件。事件

は事故として処理されるはずだったが、犯人のも

とに、死者の声を聴く美女、城塚翡翠が現れる。

犯人の視点で描かれる倒叙ミステリ中編全３編を

収録。「ｍｅｄｉｕｍ」続編。 
  

『死にたがりの君に贈る物語』 （綾崎 隼） 
熱狂的なファンを持つ小説家・ミマサカリオリ。

しかし、人気シリーズの完結目前、インターネッ

ト上で訃報が告げられた。やがて山中の廃校に集

まった７人の男女が、或る小説になぞらえて共同

生活を送ることに。著者が、自身に、読者に問い

掛ける衝撃の問題作！ 

『硝子の塔の殺人』 （知念 実希人） 
雪深き森で、燦然と輝く硝子の塔。ミステリーを愛す

る大富豪の呼びかけで、一癖も二癖もあるゲストたち

が招かれた。この館で次々と惨劇が起こる。謎を追う

のは名探偵と医師。 

  

『変な家』 （雨穴） 
謎の空間、二重の扉、窓のない子供部屋、この

家、何かがおかしい。知人が購入を検討してい

る都内の中古一軒家には「謎の空間」が存在し

ていた。不可解な間取りの真相とは。ＹｏｕＴ

ｕｂｅで人気の不動産ミステリー。 

『三千円の使いかた』 （原田 ひ香） 
「人は三千円の使いかたで、人生が決まるよ」 突

然の入院、離婚、介護費。御厨家の女性たちは、

人生の節目とピンチを乗り越えるため、お金をど

う貯めて、どう使うのか。知識も深まる「節約」

家族小説。 
 

 

『彼岸花が咲く島』 （李 琴峰） 
【第１６５回芥川賞受賞】 

記憶を失くした少女・宇実が流れ着いたのは、ノロ

と呼ばれる指導者が統治し、男女が違う言葉を学ぶ

島だった。宇実は島の少女・游娜と少年・拓慈と、

この島の深い歴史に導かれていく。 

『護られなかった者たちへ 』 （中山 七里） 
仙台市で拘束状態の餓死死体が発見された。被害者

は人格者として知られ、怨恨が理由とは考えにく

く、捜査は暗礁に乗り上げる。一方、死体発見から

遡ること数日、模範囚が出所する。 

２０２１年１０月公開の同名映画の原作。 
  

『未来』 （湊 かなえ） 
ある日、１０歳の章子に突然届いた一通の手紙。送

り主は未来の自分、３０歳の章子だという。家にも

学校にも居場所のない、追い詰められた子どもたち

を待つ未来とは！？ 長編ミステリー。 

『ＥＶ』 （高嶋 哲夫） 
深刻な地球温暖化の前に、欧米では 2035 年までに

エンジン車の新車販売が規制される。つまり新車販売

は電気のみで動く車に限られるのだ。加えて中国が

2030年をめどに、国内の新車販売をすべて環境対応

車に変更するという。電気自動車への全面移行に遅れ

た日本に、起死回生の一手はあるのか？〝日本経済、

予言の書〟解禁！   

『兇人邸の殺人』 （今村 昌弘） 
廃墟テーマパークににそびえる「兇人邸」。班目機

関の研究資料を探し求めるグループとともに、そ

の奇怪な屋敷に侵入した葉村と比留子を待ち構え

ていたのは、無慈悲な首斬り殺人鬼だった！「屍

人荘の殺人」シリーズ第３弾。 

『不審者』 （伊岡 瞬） 
家族４人で暮らす里佳子の前に、行方知れずだっ

た夫の兄が現れた。夫の一存で彼を居候させるこ

とになるが、姑は「息子はこんな顔じゃない」と

主張。それ以降、里佳子の周囲で不可解な出来事

が多発する。サスペンス＆ミステリー。 
 

 

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー  

The real British Secondary School Days 2』 

（ブレイディ みかこ） 
授業でのスタートアップ実習、助け合ってきた隣人と

の別れ、そして母の国での祖父母との旅。中学生の「ぼ

く」は“事件”続きの暮らしの中で、大人へのらせん

階段を昇っていく。親子の成長物語、完結。 

『丸の内で就職したら、幽霊物件担当でした。

10』（竹村 優希） 
事故物件調査が仕事の「第六リサーチ」に、入社希

望の女性がやってきた。自身の霊感を活かして働き

たいという宮川沙良は、財政界の超大物の御令嬢。

厄介事を避けたい次郎は断ろうとするが、澪は採用

試験だけでも、と提案する。  

 

『Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 ２７』 

（長月 達平） 
ヴォラキア帝国で、玉座を追われた皇帝ヴィンセ

ント・アベルクスと対峙するスバルは、レムを連

れてルグニカ王国への帰還を誓う。だが、乗り込

んだ城郭都市でスバルを襲ったのは、予測不可能

に迫り来る「死」の螺旋だった。 

『弱虫ペダル ７４』 （渡辺 航） 『宇宙兄弟 ４０』（小山 宙哉） 

『ちはやふる ４７』 （末次 由紀）   

『ヘタリアＷｏｒｌｄ☆Ｓｔａｒｓ』 （日丸屋秀和） 
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※ 皆さんからのリクエストを受け付けています！ 
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～自然科学～ 

『物理学者のすごい思考法』（橋本 幸士） 
通勤ルート、ギョーザの適切な作り方。超ひも理

論を研究する理論物理学者は、日常生活でも「異

次元の視点」でものを考える。ユーモア溢れる筆

致で物理学の本質に迫る科学エッセイ。 

 

 

『すごすぎる天気の図鑑 空のふしぎがすべてわ

かる！』（荒木 健太郎） 
雲ができるのは空気が汚れているから？ 花粉で

空が虹色になる？ 雷はどこに落ちる？ 空や雲、

天気にまつわる疑問を取り上げてわかりやすく

解説。天気について知っておくと便利なことや、

思わず納得する知識も紹介する。 

『脳とココロのしくみ入門 イラスト図解 すべての

答えは「脳」にある！』（ 加藤 俊徳） 
仕事・恋愛・日常生活などのさまざまな場面で生

じる疑問を、「脳」と「ココロ」の観点から、イラ

ストを交えてわかりやすく解説。脳の構造や役割、

８つの脳番地の働きとトレーニング方法も紹介す

る。  

 

～言語～ 

 

『伝える準備』（藤井 貴彦） 
ほんの少しの「伝える準備」が、自分の周りの

雰囲気を変える。その雰囲気が各所で広がれば、

批判や暴言を減らせる。２７年間「５行日記」

を続けて言葉の力を培ったアナウンサーが、思

いが伝わる言葉のつくり方を明かす。 

『書く習慣 自分と人生が変わるいちばん大

切な文章力』（いしかわ ゆき） 
自分のために書いていい、自分日記で思いを

言葉に変える、ありふれた日常がネタの宝庫。

ＳＮＳやブログなどが続かず悩む人に向け

て、努力・才能・技術より大切な“たのしく

書く”ためのコツを紹介する。  

 

『英語の読み方 ニュース、ＳＮＳから小説まで』

（北村 一真） 
ネット上で海外発の情報に接する機会が増え

た昨今、英語を読む力の重要性はますます高ま

っている。ニュース記事や論文、ＳＮＳ、小説

など、幅広いタイプの英文の読み方を指南。論

理的な読み解きのセオリーを解説する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～社会科学～ 

 

『おうち避難のためのマンガ防災図鑑』 

（草野 かおる） 
感染症予防から今後は在宅避難が中心になり、

「自宅が避難所」という考え方が必要になる。停

電や断水、暴風への備えや家具の転倒対策など、

家族と自宅を守るためノウハウをマンガでわか

りやすく解説する。 

『世界最高の話し方 １０００人以上の社長・企業
幹部の話し方を変えた！「伝説の家庭教師」が教え

る門外不出の５０のルール』（岡本 純子） 
世界のスーパーエリートに学び、「伝説の家庭教

師」として、トップリーダーだけに伝授してきた

「人の「共感」と「信頼」を勝ち取る話し方の最

強方程式」を紹介する。リモートで役立つ即効ノ

ウハウも盛り込む。  

 

『「死にたい」「消えたい」と思ったことがあるあ

なたへ』（磯野 真穂 他） 
「死にたい」「消えたい」「もう生きていたくな

い」。そんなふうに思う人に向けて、作家や漫画

家、医師や学者、ＹｏｕＴｕｂｅｒや俳優などが、

それぞれの思いを記す。心が楽になるヒントが詰

まったメッセージ集。 

～その他～ 

 

『２０３０年 すべてが「加速」する世界に備えよ』 

（ピーター・ディアマンディス著/土方 奈美訳） 
テクノロジーの“融合”によって、大変化は予測より早くやってくる。

ＡＩから空飛ぶ車、遺伝子編集まで、テクノロジーが関わる分野を包括

的に網羅。前提条件を説明した上で、「未来」を現実的に予測する。 

『プログラマーの一日 』（WILL こども知育研究所） 
暮らしを支える仕事で活躍する人の中からプログラマーを取り上げ、

その一日を写真で紹介。プログラマーになるためのルートや、学校、

働き方、収入などを解説する。インタビューも掲載。 

 
 

～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。 

 

『Who Was Steve Jobs?』 
（Pam Pallack） 
Steve Jobs, adopted in infancy by 

a family in San Francisco, packed a 

lot of life into fifty-six short 

years. 
やさしい英語でスティーブ・ジョブ

ズの一生に触れてみよう。  

『What Is Nintendo?  

』（Gina Shaw） 
The game is on! Get your hands on 

this book about one of the most 

influential companies in the video 

game industry. 
ゲーム機の誕生のきっかけから現在

に至るまでのハードやソフトについ

て。ゲーム好きには大満足の内容。 
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