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202１年、新しい年が始まりました！去年はどんな本を読みましたか？ 

今年はどんな本を読みたいですか？去年とまったく違う本を読んでみるのも、いいのではないで

しょうか？図書室にも様々なジャンルの本が置いてあるので、ぜひ足を運んでみてください！ 

昼休み、放課後と、図書室は、静かで集中することができる空間となっています！ 

 

 

芥川賞・直木賞受賞作決定！！ 

第１６４回芥川賞・直木賞の選考会が２０日、東京・築地「新喜楽」で開かれ、 

芥川賞は宇佐見りんさんの「推し、燃ゆ」（「文芸」秋季号）に、直木賞は西條奈加さんの 

「心淋（うらさび）し川」（集英社）に決まりました。 

皆さんの予想はいかがでしたか。この機会にぜひ受賞者の他の作品も読んでみてください。 

 

 

 

宇佐見りん（うさみ りん） 

１９９９年静岡県生まれ、神奈川県在住の大学２年生。昨年、デビュー作「かか」で三島由紀夫

賞を史上最年少受賞している。今回の受賞作は、ネットで炎上騒ぎに見舞われた男性アイドルを

「推し」続ける女子高校生の心情をポップに描く。  

 

 

 

西條奈加（さいじょう なか） 

１９６４年北海道生まれ。東京英語専門学校卒。 

平成１７年に「金春屋ゴメス」で日本ファンタジーノベル大賞を受賞してデビューしました。 

受賞作は江戸の千駄木を舞台に懸命に生きる無名の人々を愛情深く描いた短編集。 

 

〈新刊紹介〉 

  【どうしてわたしはあの子じゃないの】           寺地はるな∥著 

閉塞的な村から逃げだし、身寄りのない街で一人小説を書き続ける三島天は、ある日中学時

代の友人のミナから連絡をもらう。中学の頃に書いた、大人になったお互いに向けての「手

紙」を見つけたから、30才になった今開封しようというのだ――。他人との間で揺れる心

と、誰しもの人生に宿るきらめきを描く、感動の成長物語。 

 

【総理の夫】                           原田マハ∥ 著 
日本初の女性総理・相馬凛子が誕生し、鳥類研究家の夫・日和は妻を支えようと決意する。

だが国民目線の政策には、政財界のおじさん連中からやっかみの嵐。果たして凛子の理想は

実現するのか。『ジェイ・ノベル』連載を書籍化。 

 

【家族じまい】                             桜木紫乃∥著 
認知症の母と、齢を重ねても横暴な父。両親の老いに姉妹は戸惑い、それぞれ夫との仲も揺れ

て…。大人の諦観と慈愛に満ちた長編小説。『小説すばる』掲載を加筆し単行本化。 

 

  【逆ソクラテス】                          伊坂幸太郎∥著 
敵は、先入観。世界をひっくり返せ！ デビュー２０年目の著者が描く少年たちの物語。

『オール讀物』掲載の「スロウではない」など、書き下ろし３編を含む短編全５編を収録。  

 

【風よあらしよ】                        村山由佳∥著 

服従するな。立ち上がれ-。婦人解放運動家・伊藤野枝。明治・大正を駆け抜けた彼女の短

くも鮮烈な生涯を描く。史実をもとにしたフィクション。『小説すばる』連載を加筆・修正

し単行本化。 

 

〈入荷予定〉 

【境界線】                            中山七里∥著 
突然の妻の訃報を受けた宮城県警捜査一課警部・笘篠は現場へ急行するが、そこで目にした

のは別人の遺体で…。「護られなかった者たちへ」に連なる「宮城県警シリーズ」の続編。

WEB『NHK出版 本がひらく』連載を書籍化。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

書　　　　名 著　者 出版社

1 詩人・菅原道真　うつしの美学 大岡信著 岩波文庫

2 「民都」大阪対「帝都」東京思想としての関西私鉄 原武史著 講談社学術文庫

3 オルタネート 加藤シゲアキ著 新潮社

4 日没 桐野夏生著 岩波文庫

5 マナーはいらない　小説の書きかた講座 三浦しをん著 集英社

6 夜明けのすべて 瀬尾まいこ著 水鈴社

7 おもかげ 浅田次郎 講談社文庫

8 始まりの木 夏川草介 小学館

9 十字架のカルテ 知念実人 小学館

10 短歌ください　明日でイエスは２０１０才篇 穂村弘著 角川文庫

11 どうしてわたしはあの子じゃないの 寺地はるな著 双葉社

12 わたしの美しい庭 凪良ゆう著 ポプラ社

13 お探し物は図書室まで 青山美智子著 ポプラ社

14 ＪＲ上野駅公園口 柳美里 河出文庫

15 地下鉄道　
コルソン・ホワイトヘッド著

谷崎由依和著 ハヤカワepi文庫

16 ベニシアと正、人生の秋に ありがとう。すべて、　ありがとう
梶山正、べにしあ・すたんりー・スミ

ス〈著〉 風土社

17 総理の夫 原田マハ 実業之日本社

18 サピエンス全史　人類の誕生編 ユヴァル・ノア・ハラリ 安原　和見 河出書房新社

19 神の涙 馳星周 実業之日本社文庫

20 逆ソクラテス 伊坂幸太郎 集英社

21 家族じまい 桜木　紫乃〈著〉 集英社

22 スマホ脳
アンデシュ・ハンセン久山葉子

〔訳〕 新潮社

23 風よあらしよ 伊藤野枝 集英社

24 たかが殺人じゃないか 昭和２４年の推理小説  辻 真先〈著〉 東京創元社

25 こどもホスピスの奇跡　短い人生の『最期』をつくる」 石井光太 新潮社

26 境界線 中山七里 NHK出版

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

４ 月 ～ １ 月 ま で の 購 入 本 リ ス ト 

書　　　　名 著　者 出版社

1 上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてください！ 上野　千鶴子 大和書房

2 首都感染 高嶋　哲夫 講談社

3 ペスト カミュ 新潮文庫

4 疫病と世界史（上・下）セット ｳｨﾘｱﾑ･H.ﾏｸﾆｰﾙ 中公文庫

5 十二人の手紙 井上ひさし 中公文庫

6 生物と無生物のあいだ 福岡伸一 講談社

7 フェルメール光の王国 福岡伸一 木楽舎

8 その日の後刻に
グレイス・ペイリー

村上春樹訳
文春文庫

9 いわずにおれない まど・みちお 集英社be文庫

10 もう一つの日本史　古代～近世篇 浮世　博史 幻戯書房

11 もう一つの日本史　近代～現代篇 浮世　博史 幻戯書房

12 プラスチック・フリー生活
シャントル・プラモンドン

ジェイ・シンハ
NHK出版

13 むらさきのスカートの女 今村夏子 朝日新聞社

14 星の子 今村夏子 朝日新聞社

15 マジカルグランマ 柚木麻子 朝日新聞社

16 カザアナ 森　絵都 朝日新聞社

17 サバティカル 中村　航 朝日新聞社

18 騒がしい楽園 中山七里 朝日新聞社

19 女と文明 梅棹　忠夫 中公文庫

20
ぼくはやっと認知症のことがわかった
自らも認知症になった専門医が、日本人に伝えたい遺言

長谷川和夫
猪熊　律子

KADOKAWA

21 廉太郎ノオト 谷津　矢車 中央公論社

22 フラミンゴボーイ マイケル・モーパーゴ 小学館

23 キャパとゲルダ　ふたりの戦場カメラマン マーク・アロンソン あすなろ書房

24 ありふれた祈り　おいしいコーヒーのいれ方 村上　由佳 集英社文庫

25 病魔という悪の物語　チフスのメアリー 金森　　修 ちくまプリマー新書

26 きたきた捕物帖 宮部みゆき PHP研究所

27 天使・雲雀 佐藤亜紀 角川文庫

28 ルパンの星 横関大 講談社文庫

29 ルパンの娘 横関大 講談社文庫

30 ルパンの帰還 横関大 講談社文庫

31 ホームズの娘 横関大 講談社文庫

32 キリンの解剖記 郡司芽久 ナツメ社

33 スキマワラシ 恩田陸 集英社

34 マスカレード・ナイト 東野圭吾 集英社文庫

35 海が見える家 はらだみずき 小学館文庫

36 スパイの妻 行成薫 講談社文庫

37 したたか　総理大臣・菅義偉の野望と人生 松田賢弥 講談社文庫

38 四畳半タイムマシンブルース 森見登美彦 KADOKAWA

39 あきない世傳金と銀 瀑布篇 角川春樹事務所

40 和菓子のアン 坂本司 光文社文庫

書　　　　名 著　者 出版社

41 アンと青春 坂本司 光文社文庫

42 アンと愛情 坂本司 光文社文庫

43 孤塁　双葉群消防士たちの３・１１ 吉田千亜 岩波書店

44 尼崎ストロベリー 成海隼人 幻冬舎メディアコンサルティング

45 滅びの前のシャングリラ 凪良ゆう 中央公論新社

46 とわの庭 小川糸 新潮社

47 詩人・菅原道真　うつしの美学 大岡信 岩波文庫

48 「民都」大阪対「帝都」東京思想としての関西私鉄 原武史 講談社学術文庫

49 オルタネート 加藤シゲアキ 新潮社

50 日没 桐野夏生 岩波文庫

51 マナーはいらない　小説の書きかた講座 三浦しをん 集英社

52 夜明けのすべて 瀬尾まいこ 水鈴社

53 おもかげ 浅田次郎 講談社文庫

54 始まりの木 夏川草介 小学館

55 十字架のカルテ 知念実希人 小学館

56 短歌ください　明日でイエスは２０１０才篇 穂村弘 角川文庫

57 どうしてわたしはあの子じゃないの 寺地はるな 双葉社

58 わたしの美しい庭 凪良ゆう ポプラ社

59 お探し物は図書室まで 青山美智子 ポプラ社

60 ＪＲ上野駅公園口 柳美里 河出文庫

61 地下鉄道　
コルソン・ホワイトヘッド

著　谷崎由依和著 ハヤカワepi文庫

62 ベニシアと正、人生の秋に ありがとう。すべて、　ありがとう
梶山正、べにしあ・すたん

りー・スミス 風土社

63 総理の夫 原田マハ 実業之日本社

64 サピエンス全史　人類の誕生編
ユヴァル・ノア・ハラリ 安原

和見 河出書房新社

65 神の涙 馳星周 実業之日本社文庫

66 逆ソクラテス 伊坂幸太郎 集英社

67 家族じまい 桜木　紫乃 集英社

68 スマホ脳
アンデシュ・ハンセン久山

葉子〔訳〕 新潮社

69 風よあらしよ 村山由佳 集英社

70 たかが殺人じゃないか 昭和２４年の推理小説  辻 真先 東京創元社

71 こどもホスピスの奇跡　短い人生の『最期』をつくる」 石井光太 新潮社


