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手袋やマフラーが手放せない寒さになってきましたね。最近は雪もよく降るようになって、いつも積もらない

かななんて思いながら眺めています。積もったら雪合戦なんかしたいものですね。でも、滑ったりすると危ない

ので皆さん登下校の際は十分気をつけてくださいね。話は変わりますが皆さん持久走はお好きでしょうか。私

はあまり得意ではありません。呼吸を同じリズムにすると良いそうですよ。例えばヒッヒッフッフとか。私も試し

にそれで走ってみると心なしか少し楽になりましたよ。良かったら試してみてください。我が校の校風は文武両

道ですので勉強も運動も頑張っていきましょう！またコロナウイルスが流行しているので気を付けましょうね。
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ブラックボックス 砂川文次 著
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ノミネート作品

『我が友、スミス』／石田夏穂 『Schoolgirl』／九段理江
『オン・ザ・プラネット』／島口大樹 『皆のあらばしり』／乗代雄介
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塞王の楯／今村翔吾 著
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黒牢城／米澤穂信 著
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ノミネート作品

『同志少女よ、敵を撃て』／逢坂冬馬
『新しい星』／彩瀬まる 『ミカエルの鼓動』／柚月裕子



ガラスの海を渡る舟 寺地はるな 著

大阪にある「空堀商店街」。 兄妹二人が営

沈黙のパレード 東野圭吾 著 むガラス工房があった。兄の道は幼い頃から
落ち着きがなく、コミュニケーションが苦手

静岡のゴミ屋敷の焼け跡から、 で、「みんな」に協調したり、他人の気持ち
3年前に東京で失踪した若い女性 に共感したりすることができない。妹の羽衣
の遺体が見つかった。逮捕された 子は、道とは対照的に、コミュニケーション
のは、23年前の少女殺害事件で が得意で何事もそつなくこなせるが、突出し
草薙が逮捕し、無罪となった男。 た「何か」がなく、自分の個性を見つけられ
だが今回も証拠不十分で釈放され ずにいる。正反対の性格である二人は互いに
てしまう。町のパレード当日、そ 苦手意識を抱いていて、祖父の遺言で共に工
の男が殺された―。容疑者は女性 房を引き継ぐことになってからも、衝突が絶
を愛した普通の人々。彼らの“沈 えなかった。そんなガラス工房に、ある客か
黙”に天才物理学者・湯川が挑む。 らの変わった依頼が舞い込む。それは、「ガ

ラスの骨壺が欲しい」というもので――。

life shift 2 100年時代の行動戦略
スコット アンドリュー グラットン リンダ 著 ぼくはイエローで ホワイトで、ちょっとブルー２

ブレイディみかこ著

人類の歴史は、驚異的な進歩の
歴史だった。新型コロナの感染拡 13歳になった「ぼく」の日常も、まるで世

大により、その真価が問われる状 界の縮図のようです。レインボーカラーのスト

況が生まれている。いま私たちは、 ラップを首から下げた校長とノンバイナリーの

生き方と働き方に関して100年に 教員たち、音楽部のクリスマス・コンサートで

1度と言ってもいいくらいの大変 持ち上がったポリコレ騒動。時代が社会が、人

革を経験しつつある。これをきっ が大きく変わっていく中で、「ぼく」はさまざ

かけにして、変化の激しい世界で まな事件を経験しながら、パンクな母ちゃん、

すべての人が光り輝ける未来を作 そして父ちゃんとともに悩み考え、大人へのら

り出そう。 せん階段を昇っていきます。

ペッパーズゴースト 伊坂幸太朗 著 リボルバー 原田マハ著

中学の国語教師・檀は猫を愛す パリ大学で美術史の修士号を取得した高遠
る奇妙な二人組が暴れる小説原稿 冴は、小さなオークション会社CDCに勤務し
を生徒から渡される。さらに檀は ている。週一回のオークションで扱うのは、
他人の未来が少し観える不思議な どこかのクローゼットに眠っていた誰かにと
力を持つことからサークルと呼ば っての「お宝」ばかり。ある日、錆びついた
れるグループに関わり始め……。 一丁のリボルバーが持ち込まれる。それはフ
作家生活20周年超の集大成となる ァン・ゴッホの自殺に使われたものだという。
一大エンターテインメント長編！ 「ファン・ゴッホは、ほんとうにピストル自

殺をしたのか? 」「…殺されたんじゃないの
か? ……あのリボルバーで、撃ち抜かれて。」
孤高の画家たちの、真実の物語。

三千円の使い方 原田ひ香 著

就職して理想の一人暮らしをは 兇人邸の殺人 今村昌弘 著
じめた美帆(貯金三十万)。結婚前
は証券会社勤務だった姉・真帆 “廃墟テーマパーク”にそびえる「兇人邸」。

(貯金六百万)。習い事に熱心で向 班目機関の研究資料を探し求めるグループと共
上心の高い母・智子(貯金百万 に、深夜その奇怪な屋敷に侵入した葉村譲と剣
弱)｡そして一千万円を貯めた祖母 崎比留子を待ち構えていたのは、無慈悲な首斬
・琴子。御厨家の女性たちは人生 り殺人鬼だった。逃げ惑う狂乱の一夜が明け、
の節目とピンチを乗り越えるた 同行者が次々と首のない死体となって発見され
め、お金をどう貯めて、どう使う るなか、比留子が行方不明に。葉村は比留子を
のか? 知識が深まり、絶対「元」 見つけ出し、ともに謎を解いて生き延びられる
もとれちゃう「節約」家族小説! か?！『屍人荘の殺人』シリーズ第3弾。



・・・他にも 

 

本校の図書館には、毎月何冊もの本が入っています。今月には間に合いませんでしたが、春休み貸し出

しまでには入荷するので、今のうちにチェックしてみてくださいね！ 

 
准教授高槻彰良の推察１シリーズ 

澤村 御影 著 

７冊まとめて入りまし

た！怪事件を愛する准教授

とうそを聞き分けられる能

力を持つ大学生がタッグを

組み、様々な謎に挑んでい

く――。 

聖域 

コムドット やまと 著 

五人組 youtuber コムドットのリ

ーダーであるやまとさんが執筆し

た初エッセイ。並外れた企画力やユ

ーモアを持つ彼はどんな風に考え、

感じているのか？ 

本を通じて感じてみてください！ 

 

これから入る予定の本 

星を掬う 

町田 そのこ 著 

「５２ヘルツのクジラた

ち」で本屋大賞を受賞した

町田そのこさんの待望の

受賞後第一作品。 

離れていた母と娘の意外

な出会いから始まる感動

作です。 

薔薇のなかの蛇 

恩田 陸 著 
英国に留学中のリセは、友人に招

かれてバラをかたどった屋敷で行

われるパーティへ行くことになる。

アリス家との親睦を深めるリセだ

ったが、屋敷の近くで首と胴体が切

断された遺体が見つかって… 

１７年ぶりに出た「理瀬」シリーズ

の長編作品です。 

 

ぜひ図書室で本を読んでくださいね！ 

 

いのちの車窓から 星野 源 同志少女よ、敵を撃て 逢坂冬馬

真夜中のマリオネット 知念 実希人  新しい星 彩瀬まる

闇祓 辻村 深月 塞王の楯 今村 翔吾

色のふしぎ」と不思議な社会 川端 裕人 ミカエルの鼓動 柚月 裕子 

僕の姉ちゃん的生活 明日は明日の甘いもの 益田ミリ 我が友、スミス 石田 夏穂

進め！僕の姉ちゃん 　〃 オン・ザ・プラネット 島口 大樹

六人の嘘つきな大学生 浅倉 秋成 皆のあらばしり 乗代 雄介

准教授・高槻彰良の推察シリーズ 澤村 御影 小説 ここは今から倫理です。 ひずき 優

パラソルでパラシュート 一穂 ミチ いろいろ 上白石萌音

青春ブタ野郎シリーズ 鴨志田一 死ぬまでに行きたい世界のお城&宮殿 ムック

特許やぶりの女王 弁理士・大鳳未来 南原 詠 Schoolgirl 九段 理江

愚かな薔薇 恩田 陸 ブラックボックス 砂川 文次

ビジネス小説 もしも徳川家康が総理大臣になったら 眞邊明人 ひとりでカラカサさしてゆく 江國 香織

夜が明ける 西加奈子 グッバイ宣言 三月みどり

ドクター・ホワイト 千里眼のカルテ 樹林伸 女のいない男たち 村上 春樹

コンビニ兄弟１・２ 町田 そのこ 丘の上の賢人 旅屋おかえり 原田 マハ



   

開館日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おもしろい本がたくさんあります。小春日和に読書を楽しんでください。 

 

今年度もたくさんのご利用ありがとうございました！ 

来年度も皆さんのご来館をお待ちしてます。 

 

 

 

  3月第2週の７日(月)より館内蔵書点検のため図書館は閉館

になります。借りている本は、３月４日(金)までに一度更新

手続きをしてください。 

 

今年は春休み期間中、本の貸し出しをします。 

貸出日   3月22日(火)、3月23日(水)の放課後に1時間ほど 

貸出冊数  10冊まで 

返却日   4月11日(月) 

新年度は4月11日(月)からの開館です。 


