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『機械仕掛けの太陽』 （知念 実希人） 
２０２０年、世界は一変した。大学病院の勤務医、女性看

護師、町医者。未知のウイルスと最前線で戦う医療従事

者たちが直面する、混乱、絶望、そして希望を描く感動

の物語。※本作品の印税の一部は、新型コロナウイルス

などの感染症拡大防止への対応のため、日本赤十字社

に寄付されます。 

『変な絵 あなたには、この絵の「謎」が、解けます

か？』 （雨穴） 
ホラー作家兼 YouTuberである雨穴氏による、自

身初となる11万字書き下ろし「長編小説」！いった

い、彼らは何を伝えたかったのか。９枚の奇妙な絵

に秘められた衝撃の真実とは!?その謎が解けたと

き、すべての事件が一つに繋がる！ 
  

『神様がくれた誰かの一日』 （鈴森 丹子） 
上司のパワハラに耐えかね、世話になった先輩が

会社を去った。もし僕が先輩を庇っていれば、何

かが違ったのだろうか？そんな後悔を引きずった

ままクリスマスイブを迎えた僕は、気づけば知らな

い他人に乗り移っていた。 

西高ビブリオバトルで見事チャンプに輝いた、2

年 Nさんのオススメの一冊。 

『ｉｎｖｅｒｔ ＩＩ 覗き窓の死角』 （相沢沙呼） 
嵐の山荘に潜む若き犯罪者。そして翡翠をアリバイ証人

に仕立て上げる写真家。犯人たちが仕掛けた巧妙なトリ

ックに対するのは、すべてを見通す城塚翡翠。だが、挑む

ような表情の翡翠の目には涙が浮かぶ。その理由とは。 

  

『青空と逃げる』 （辻村 深月） 
深夜、俳優の夫が、著名な女優が運転する車で交通

事故に遭った。夫は何も語らぬまま失踪。残された

早苗と息子に悪意と追及が押し寄せ、追い詰めら

れた２人は東京を飛び出す。壊れてしまった家族が

たどりつく場所は。 

『桜風堂ものがたり』 （村山 早紀） 
書店に勤める青年、月原一整は、人づきあいは苦

手だが、埋もれていた名作を見つけ出して光を当

てることが多く、店長からも信頼されていた。しか

しある日、店内で万引きをした少年を一整が追い

かけたことで、思わぬ不幸な事態に。傷心を抱えて

旅に出た一整は、ネットで親しくしていた、桜風堂

という書店を営む老人を訪ねる。 

西高ビブリオバトル出場 2年 Kさんのイチオシ！ 
 

 

『栞と噓の季節』 （米澤 穂信） 

高校で図書委員を務める堀川次郎と松倉詩門。図書

室の返却本の中に押し花の栞が挟まっているのに気

づく。小さくかわいらしいその花は猛毒のトリカブト

だった。持ち主を捜す中で、ふたりは校舎裏でトリカ

ブトが栽培されているのを発見。そして、ついに男性

教師が中毒で救急搬送される。誰が教師を殺そうと

したのか。『本と鍵の季節』待望の続編! 

『背中の蜘蛛』 （誉田 哲也） 
東京・池袋で男の刺殺体が発見された。警視庁池袋

署刑事課長の本宮は、捜査の過程で捜査一課長か

らある密旨を受ける。その約半年後、東京・新木場

で爆殺傷事件が起きる。やがて容疑者が浮上する

が、捜査に携わる警視庁組織犯罪対策部の植木は、

その流れに違和感を抱く。捜査の裏に、いったい何

があったのか。   

『ふたご』 （藤崎 彩織） 
ピアノだけが友達の孤独な少女の夏子は、異彩の

少年・月島と出会い、振り回され、傷付きながらそ

の側にいようとする。やがて月島は唐突に「バンド

をやる」と言い出す。直木賞候補となった鮮烈なデ

ビュー小説。 

『カエルの小指 ａ ｍｕｒｄｅｒ ｏｆ ｃｒｏｗｓ』 

（道尾 秀介） 
詐欺師から足を洗い、実演販売士として生きる道を選ん

だ武沢竹夫に、訳ありの中学生・キョウからとんでもない

依頼が。母親が残酷な詐欺被害にあったのを境に、厳し

い現実を生きることになったキョウ。武沢は彼女を救う

ため、かつての仲間を再集結、大仕掛けを計画する。   

『Ｒ帝国』 （中村 文則） 
近未来の島国・Ｒ帝国。人々は人工知能搭載型携帯

電話・ＨＰ（ヒューマン・フォン）の画面を常に見なが

ら生活している。ある日、矢崎はＲ帝国が隣国と戦

争を始めたことを知る。だが何かがおかしい。国家

を支配する絶対的な存在”党”と、謎の組織「Ｌ」。こ

の国の運命の先にあるのは、幸福か絶望か。 

『母性』 （湊 かなえ） 
女子高生が自宅の中庭で倒れているのが発見さ

れた。母親は言葉を詰まらせる。世間は騒ぐ。これ

は事故か、自殺か。遡ること 11 年前の台風の日、

彼女たちを包んだ幸福は、突如奪い去られてい

た。母の手記と娘の回想が交錯し、浮かび上がる

真相。これは事故か、それとも。圧倒的に新しい、

「母と娘」を巡る物語。  

 

『宇宙の戦士 新訳版』 

（ロバート・A・ハインライン著/内田 昌之訳） 
恐るべき破壊力を秘めたパワードスーツを着用して、

目的の惑星へと宇宙空間から降下、奇襲攻撃をかける

機動歩兵。地球連邦軍に志願したジョニーが配属され

たのは、この宇宙最強の部隊だった。若き兵士の成長

を描き、ヒューゴー賞に輝いたミリタリーＳＦ小説。西高

ビブリオバトル出場 1年 Rさんのオススメです！ 

『誘拐』 （五十嵐 貴久） 
歴史的な条約締結を控え、全警察力が来日する韓

国大統領の警護に集まる中、現職総理大臣の孫が

誘拐された。“市民”を通じて出された要求は、条約

締結の中止と身代金３０億円。比類なき頭脳犯の完

璧な計画に、捜査は難航する。 

 

  

 

『デモンズ・クレスト 現実・侵食 １』 （川原 礫） 

小学６年生の芦原佑馬はＶＲＭＭＯＲＰＧのプレイ

中、ゲームと現実が融合した〈新世界〉に足を踏み

入れる。混乱する佑馬の前に現れたのはクラス一

の美少女・綿巻すみかだった。だが彼女の容姿は

悲劇的なほど変貌していた。西高ビブリオバトルで

同率 2位を獲得した、2年 Nさんのオススメ本。 

『ソードアート・オンライン ２７ ユナイタル・リング ６』（川原 礫） 

『Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 ３１』（長月 達平） 

『弱虫ペダル ８０』（渡辺 航） 
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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～ 

『知識ゼロでも楽しく読める！宇宙のしくみ イ

ラスト＆図解』 （松原 隆彦） 
太陽があるのになぜ宇宙は暗い？ 宇宙の最期は

どうなる？ 火星に人類は住めるのか？ 流れ星が

流れるしくみは？ 宇宙に関する話題を取り上げ、

簡潔な文章とイラストでわかりやすく解説する。 
 

 

『マンガと図鑑でおもしろい！わかる元素の本』

（うえたに夫婦） 
宇宙船でやってきた周期表君といっしょに地球上の

元素をすべて探しだせ！ 身のまわりの物に含まれ

る元素などをマンガやイラストで解説し、少し上級者

向けのプチ情報も紹介する。各元素の図鑑も収録。 

『そもそも人体運動器 体のすごい原理をまるご

とイラスト図解』 （菅本 一臣） 

世界初！人体の動きを「見える化」した整形外科医

が、人体の原理を全編イラストでまとめた１冊。３Ｄ

人体解剖動画を視聴できるＱＲコード付き。 

 

 

～哲学・歴史～ 

 

『言語化の魔力 言葉にすれば「悩み」は消える』 

（樺沢 紫苑） 
見方を変える、言葉にする、行動する。精神科医が、

３０年の経験とＹｏｕＴｕｂｅでの４０００超の悩み相

談から導き出した「悩み」の解消法を伝授する。つ

ぶやくだけで心がみるみる軽くなる「魔法の言葉」

が満載。 

『聖書がわかれば世界が見える』 （池上 彰） 
旧約聖書と新約聖書の違いとは？ アメリカには

中絶を認めない州がある！？ 教養として押さえ

ておきたい聖書の全貌を明らかにするとともに、

聖書が世界にどのような影響を与えているのかを

解説する。 
 

 

『ＮＨＫ浮世絵ＥＤＯ−ＬＩＦＥ 浮世絵で読み解く江

戸の暮らし』 （藤沢 紫） 
ＮＨＫの番組「浮世絵 ＥＤＯ−ＬＩＦＥ」を書籍化。東海

道五十三次や富嶽三十六景などの名画から、江戸

の暮らしを読み解く。絵の舞台や関連する風習など

も紹介。 

 

 

 

～社会科学～ 

 

『天才たちの未来予測図』 （高橋弘樹） 
資本主義は、民主主義は、日本社会は、どう“変調”し

ていくのか？ 予測不可能な時代を生き抜くヒント

を「最先端の知性」がはじめて明かす。 

先行きの見えない状況下でも、自分の心を守るため

再評価という心理的アプローチを提案。 

『失敗しないためのジェンダー表現ガイドブック』

（新聞労連） 
日本でジェンダー平等を実現するには、メディアが

発信する記事から見直さなければならない−。ＳＮＳ

等で誰もが発信者になる時代、現役の記者たちのジ

ェンダー表現のリテラシーを高めるために、偏見や

思い込みを見直す。  

 

『我慢して生きるほど人生は長くない』 

（鈴木 裕介） 
仕事、職場での我慢、リラックスできない環境、疲

れる人間関係。不安、悩みから解放され、他人の

ルールに縛られずに、自分らしいルールで生きて

いく方法を、心療内科医が伝授する。 

～その他～ 

 

『プロダクトデザイン１０１のアイデア』 

（スン・ジャン著/石原 薫訳） 
ニーズは動詞である、同情を共感に変える、「美は普遍的なもの

である」の噓、環境汚染はデザインの欠点。身の回りのモノとコト

から「デザイン」を考えるためのヒントを、イラストとともに多数紹

介する。 

『高校数学でわかるディープラーニングのしくみ ＡＩはこのような考

え方で判断を下しているのだ！ということが実感できる』（涌井 貞美） 
現代のＡＩブームを引き起こした仕掛け人である「ディープラーニング」。

そのしくみを図とイラストを多用し、高校レベルの数学の知識でわかるよ

うに解説した入門書。 

 

～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英語の本から始めて、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。 

 
 

『Kiki's Delivery Service』 

（Eiko Kadono） 

Brimming with confidence, Kiki 

flies to the seaside village of 

Koriko and expects that her 

powers will easily bring happiness 

to the townspeople. But gaining 

the trust of the locals is trickier 

than she expected.  

  

『My Neighbor Totoro:The Novel』

（Tsugiko Kubo） 

Eleven-year-old Satsuki and her 

little sister Mei have moved to the 

country to be closer to their ailing 

mother. Soon, in the woods behind 

their spooky old house, Satsuki and 

Mei discover a forest spirit named 

Totoro.  
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