
書名・著者名 著者名 内容 出版社

その扉をたたく音 瀬尾まいこ

課題図書。ミュージシャンへの夢を捨てきれず怠惰な日々を送る宮路は、演奏に訪

れた老人ホームで、神がかったサックスの音を耳にする。吹いていたのは介護士・

渡部だった。ホームに通い始めた宮路は…。

ゆまに書房

建築家になりたい君へ　14歳の世渡り術
隈 研吾

課題図書。建築物は大きいけれど、その仕事は小さなことの積み重ねでできてい

る。10歳で建築家を志し、2020年東京オリンピック会場を手がけた建築家が綴る

10代へのメッセージ。

三省堂

クジラの骨と僕らの未来　世界をカエル　10代

からの羅針盤 中村 玄

課題図書。小さな頃から生き物が大好きで、様々な動物を飼っていた著者。中学2

年生の時、骨格見本に興味を持ち、死んでしまったペットのハムスターの墓あばき

を思いつき…。骨からスタートしたクジラ博士の研究航海記。

祥伝社

　　夏、読書のススメ　ー1学期新着図書のまとめー　　　　　　　　　　　         富山商業高校図書館

             気になるタイトルや作家があったら、気軽に図書館に来て、たずねてください。

※掲載順  【読書感想文課題図書】、【小説】、【ノンフィクション・エッセイ】、【生活と環境】、【経済】、【社会】、【生き方】【芸術】

【　令和4年度青少年読書感想文コンクール　課題図書　】



以下ジャンル順

【　小説  】

書名 著者名 内容 出版社

今夜、もし僕が死ななければ　新潮文庫 浅原ナオト

新山遥には、死の近づいている人がわかる。十歳で交通事故に遭い、両親と妹を

失ったころからだ。なぜこんな力が自分にあるのか、なんのためにこの力を使えば

いいのかはわからない。

集英社

まっとうな人生 絲山秋子

名古屋出身の「なごやん」と繰り広げた九州縦断の脱走劇から十数年後。富山県で

なごやんと再会した「花ちゃん」。夫と娘の成長を愛おしむ日々に、なごやん一家

と遊ぶ楽しみが加わった。

KADOKAWA

サマーゴースト　Summer Ghost
loundraw 原案,

乙一

夏、使われなくなった飛行場で花火をすると“サマーゴースト”が現れるという。

ネットを通じて知り合った高校生、友也・あおい・涼は、幽霊に聞きたいことが

あって…。2021年11月公開のアニメーション映画の小説版。

KADOKAWA

一ノ瀬ユウナが浮いている＝Floating Yuuna

Ichinose
乙一

17歳の時、水難事故で死んだはずの幼馴染・一ノ瀬ユウナは、ユウナのお気に入り

の線香花火を灯すと、俺にだけ姿を見せる。ユウナに会うため、俺は何度も線香花

火に火をつける…。映画「サマーゴースト」の姉妹作。

文藝春秋

冬の朝、そっと担任を突き落とす　新潮文庫 白河三兎

校舎の窓から飛び降りた担任教師。遺書は無かったが、自殺の原因はこのクラスの

全員が知っている。それぞれの思惑が渦巻き、秘密と後悔を胸の内に抱えながらも

奇妙な平穏が続く理系特進クラス。

文藝春秋

せんせい。新潮文庫 重松清

白髪のニール;ドロップスは神さまの涙;マティスのビンタ;にんじん;泣くな赤鬼;気

をつけ、礼。;文庫版のためのあとがき　ほろ苦さとともに深く胸に染みいる、教

師と生徒をめぐる六つの物語。

かんき出版

マスカレード・ゲーム　MASQUERADE GAME 東野圭吾

解決の糸口すらつかめない3つの殺人事件。共通点は、被害者がみな過去に人を死

なせた者であることだった。被害者たちを憎む遺族らがホテル・コルテシア東京に

宿泊することが判明し、新田浩介は再び潜入捜査を開始…

ゆまに書房

ミッキーマウスの憂鬱　新潮文庫 松岡圭祐

東京ディズニーランドでアルバイトすることになった２１歳の若者。友情、トラブ

ル、恋愛…。様々な出来事を通じ、裏方の意義や誇りに目覚めていく。秘密のベー

ルに包まれた巨大テーマパークの“バックステージ”を描く。

ゆまに書房

コンビニ兄弟 : テンダネス門司港こがね村店

新潮文庫
町田そのこ

プロローグ あなたの、わたしのコンビニ 希望のコンビニコーヒー メランコリック

なイチゴパフェ 偏屈じじいのやわらか玉子雑炊 愛と恋のアドベントカレンダー

クッキー クリスマス狂想曲 エピローグ

日経ＢＰ日本

経済新聞出版

本部



花屋さんが言うことには 山本幸久

泰山木 向日葵 菊 クリスマスローズ ミモザ 桜 スズラン カーネーション　ブラック

企業勤務の紀久子は、酔っぱらった勢いで駅前の花屋で働くことに。いろんな想い

が詰まったお花を届けているうちに…

集英社

大人になるまでに読みたい15歳のエッセイ1

むねにひびく

和合亮一 編・エッセ

イ

やわらかい思春期の心に伝えたいエッセイセレクション。1は、「むねにひびく」

をテーマに、長田弘「ラヴレター」、芥川龍之介「東京人」などを収録する。巻末

に和合亮一によるエッセイを掲載。

KADOKAWA

三十の反撃　THE COUNTERATTACK OF

THIRTY

ソン ウォンピョン ,

矢島 暁子 訳

大企業の非正規社員として働く平凡な女性キム・ジヘは、世の中にも会社にも期待

することを諦めていた。だが、一癖ある同僚ギュオクとの出会いにより社会への小

さな反撃を始める。

東京美術

飛び立つ君の背を見上げる 武田綾乃

北宇治高校3年、中川夏紀。私は今日、吹奏楽部を引退した…。「響け! ユーフォニ

アム」シリーズのキャラクター・中川夏紀の視点で、傘木希美、鎧塚みぞれ、そし

て吉川優子をみた物語。

宝島社

死にたがりの君に贈る物語 = A story to give to

you who want to die : Swallowtail Waltz
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…

ポプラ社

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…。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。

講談社

白光 朝井まかて

明治5年、絵師になるため故郷の笠間(茨城)を飛び出した山下りん。己に西洋画の

素質があることを知り、工部美術学校に入学を果たし…。日本人初のイコン画家・

山下りんの波瀾の生涯を力強く描く。『オール讀物』掲載

文藝春秋

同志少女よ、敵を撃て 逢坂冬馬

独ソ戦が激化する1942年、母をドイツ軍に惨殺され、赤軍の女性兵士に救われた

少女セラフィマは、復讐のため、訓練学校で一流の狙撃兵になることを決意する。

訓練を重ねた彼女は、やがてスターリングラードの前線へ…

早川書房

新しい星 彩瀬まる

「普通」の人生を謳歌していたはずの4人に訪れる、思いがけない転機。コロナ時

代の「普通」に揺れる、ある4人の男女のリアル-。愛するものの喪失と再生を描く

8つの物語。『別冊文藝春秋』掲載を単行本化。

文藝春秋

犬がいた季節 伊吹有喜

ある日、高校に迷い込んだ子犬。生徒と学校生活を送ってゆくなかで、その瞳に

映ったものとは-。昭和から平成、そして令和へ。いつの時代も変わらぬ青春のき

らめきや切なさを描く。『小説推理』掲載を改題し加筆修正

双葉社



雲を紡ぐ 伊吹有喜

壊れかけた家族は、もう一度、一つになれるか?羊毛を手仕事で染め、紡ぎ、織り

あげられた「時を越える布・ホームスパン」をめぐる親子三代の「心の糸」の物

語。読む人の心を優しく綴んでくれる1冊。

文藝春秋

雨あがり : お江戸縁切り帖　集英社文庫 泉ゆたか

鈴 草履 彼岸花 飴玉 ちり紙　明暦の大火が江戸を焼いて1年。ひとり長屋で暮らす

糸は、縁切りの手紙を代書する依頼を勢いに負けて引き受けてしまう。浮気亭主と

の別れ、悪友との絶縁…。

集英社

月まで三キロ 伊与原新

「月は1年に3.8センチずつ、地球から離れていってるんですよ」 死に場所を探し

てタクシーに乗った男を、運転手は山奥へと誘う-。表題作をはじめ、折れそうな

心に寄り添う、全6話を収録。

新潮社

貝に続く場所にて 石沢麻依

第165回芥川賞受賞　第64回群像新人文学賞受賞作　ドイツの学術都市に暮らす私

の元に、2011年3月の震災で行方不明になったはずの友人が現れる。コロナ禍が影

を落とす異国の街に、9年前の光景が重なり合い…。

講談社

ミチクサ先生　上 伊集院静

夏目家の「恥かきっ子」金之助は、父親にガラクタ扱いされながらも、学校では異

例の飛び級で頭角をあらわす。東京大学予備門に合格した金之助は、正岡子規と出

会い…。夏目漱石の青春を描く。

講談社

民王　シベリアの陰謀 池井戸潤

発症したら凶暴化する謎のウイルスに、マドンナ大臣こと高西麗子が感染した。止

まらぬ市中感染に、ピンチに陥った総理大臣・武藤泰山。バカ息子の翔、秘書・貝

原らと解き明かす、その驚愕の真相とは…。

KADOKAWA

この恋は世界でいちばん美しい雨

　　　　　　　　　　　集英社文庫
宇山佳佑

駆け出しの建築家・誠と、カフェで働く日菜。雨がきっかけで恋に落ちた二人は、

鎌倉の海辺の街で同棲中。いつか日菜に「夢の家」を建ててあげたいと願う誠だ

が、ある雨の日、二人は事故で瀕死の重傷を負う。

集英社

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…。YouTubeで人気の不動産ミステリー。

飛鳥新社

文字渦　新潮文庫 円城塔

文字渦 緑字 闘字 梅枝 新字 微字 種字 誤字 天書 金字 幻字 かな　始皇帝の陵墓づく

りに始まり、道教、仏教、分子生物学、情報科学を縦横に、変化を続ける「文字」

を主役として繰り広げられる連作集。

新潮社

くまちゃん　新潮文庫 角田光代

くまちゃん;アイドル;勝負恋愛;こうもり;浮き草;光の子;乙女相談室　ふる/ふられ

る、でつながる男女の輪に、学生以上・社会人未満の揺れる心を映した共感度抜群

の「ふられ」小説。

新潮社

明け方の若者たち : the end of the pale hour カツセマサヒコ

明大前で開かれた退屈な飲み会で出会った彼女に、一瞬で恋をした。世界が彼女で

満たされる一方で、社会人になった僕は、“こんなはずじゃなかった人生に打ちの

めされ…。人生のマジックアワーを描いた、20代の青春"

幻冬舎



神曲 川村元気

小鳥店を営む檀野家の平穏な日常は、突然終わりを告げた。小学生の息子が通り魔

に殺されるという凄惨な事件によって―。「息子さんのために、歌わせてくださ

い」悲しみに暮れる檀野家に、不思議な合唱隊がやってくる。

新潮社

親愛なるあなたへ カンザキイオリ

小説家を目指す春樹。ミュージシャンを夢見る雪。そして、二人を見守る人たち。

それぞれの哀しみを背負いながら、高校三年間、寄り添うように生きていく。とこ

ろが突如、平穏な日々に悲劇が訪れ…。青春サスペンス。

河出書房新社

心霊探偵八雲INITIAL FILE魂の素数 神永学

思考のバイアス 魂の素数 呪いの解法　毒舌数学者・御子柴岳人が、霊視能力を持

つ大学生・斉藤八雲とスリリングな推理合戦を展開し…。全3話を収録した特殊設

定ミステリー。『小説現代』連載を単行本化。

講談社

医学のつばさ 海堂尊

東城大医学部に通う中学3年生の曾根崎薫たちが発見した巨大新種生物<いのち>

は、日本政府に囚われてしまう。やがて米国政府をも巻き込む大騒動に…。「中学

生医学生」シリーズ完結。

KADOKAWA

インドラネット = Indra's Net 桐野夏生

美しく聡明なカリスマ性を持つ同級生、空知がカンボジアで消息を絶った。取り柄

のないことにコンプレックスを抱いてきた晃は、愛しい友人を追い、東南アジアの

混沌に飛び込むが…。

KADOKAWA

君の顔では泣けない = CAN'T CRY WITH YOUR

FACE
君嶋彼方

高1の夏、陸とまなみの身体は入れ替わった。突然与えられた性別、家族、人間関

係。元に戻れるときを待ち続けるより、自分のものとして新たな人生に踏み出すべ

きか。

KADOKAWA

傷口はきみの姿をしている 九条時雨

遥臣が人との深い繋がりを避けてきた理由とは？　螢に惹かれる理由とはなんなの

か。どこにでもいる普通の高校生たち、彼らが抱える秘密とは――。心に傷を持っ

た思春期の少年少女たちの青春群像劇。

ドワンゴ

明るい夜に出かけて　新潮文庫 佐藤多佳子
実在の深夜ラジオ番組を織り込み、夜の中で彷徨う若者たちの孤独と繋がりを暖か

く描いた青春小説の傑作。山本周五郎賞受賞作。
新潮社

刑罰0号 西條奈加

被害者の記憶を加害者に追体験させることができる機械“０号”。死刑に代わる贖罪

システムとして開発されるが、被験者たち自身の精神状態が影響して、成果が上が

らない。

徳間書店

星落ちて、なお 澤田瞳子

第165回直木賞受賞　鬼才・河鍋暁斎を父に持つ娘・暁翠の数奇な人生とは。父の

影に翻弄され、激動の時代を生き抜いた女絵師の一代記。絵師、河鍋暁斎が死ん

だ。

文藝春秋

世界とキレル 佐藤まどか

母の策略により、ふしぎなサマースクールに送り込まれた中2の舞。3週間のバカン

ス、のはずだった。それが何の因果か、スマホを奪われ孤立無援に。これは何の罰

ゲーム?｡

あすなろ書房



あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。ス

ターツ出版文庫
汐見夏衛

家を飛び出した中2の百合。目をさますとそこは戦時中の日本だった。偶然通りか

かった彰に助けられ、彼に惹かれていく。しかし、彼は特攻隊員で、ほどなく命を

懸けて戦地に飛び立つ運命だった…。

スタ－ツ出版

あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。ス

ターツ出版文庫
汐見夏衛

中2の涼は転校先で同級生・百合と出会い、初めて会うはずなのになぜか懐かしく

惹かれていく。告白を決意した矢先、百合から75年前の戦時中にまつわる話を聞か

され-。「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」続編

スタ－ツ出版

短編工場　集英社文庫

集英社文庫編集部編　浅

田次郎　伊坂幸太郎    石

田衣良　荻原浩　奥田英

朗　乙一

2021年度読書会テキスト（乙一『陽だまりの詩』含む）ジャンル問わず、人気作

家たちのいちばん面白い短編がこの一冊に！
集英社

時空犯　infinite loop criminal 潮谷験

私立探偵姫崎智弘の元に、北神伊織博士から依頼が。なんと依頼日である今日、

2018年6月1日は、すでに千回近くも巻き戻されているという。巻き戻しを認識す

ることができるという薬剤を口にし、再び6月1日が訪れた直後…

講談社

楽園とは探偵の不在なり 斜線堂有紀

2人以上殺したものは“天使によって即座に地獄に堕とされるようになった世界。探

偵・青岸焦は大富豪・常木王凱に誘われ、天使が集まる常世島を訪れる。そこで彼

を待っていたのは…

早川書房

東京バンドワゴン 小路幸也

東京、下町の古本屋「東京バンドワゴン」。この老舗を営む堀田家は今は珍しき8

人の大家族。60歳にして金髪、伝説のロッカー我南人。画家で未婚の母、藍子。年

中違う女性が家に押しかける美男子、青。

集英社

元彼の遺言状 = Will of ex-boyfriend 新川帆立

「僕の全財産は、僕を殺した犯人に譲る」奇妙な遺言状を残して、大手製薬会社の

御曹司・森川栄治が亡くなった。学生時代に彼と三ケ月だけ交際していた弁護士の

剣持麗子は、犯人候補に名乗り出た栄治の友人の代理人と…

宝島社

倒産続きの彼女＝Ms.Bankruptcy 新川帆立

山田川村・津々井法律事務所に勤める美馬玉子。事務所の一年先輩である剣持麗子

に苦手意識を持ちながらも、コンビを組むことになってしまう。二人は、「会社を

倒産に導く女」と内部通報された…

宝島社

櫓太鼓がきこえる 鈴村ふみ

17歳の篤は高校を中退し、親との関係が悪化する中、先の見えない毎日を過ごして

いたが、相撲ファンの叔父の勧めで相撲部屋に呼出見習いとして入門することに

…。角界の裏方「呼出」に光をあてる、新しい相撲小説。

集英社

君と漕ぐ : ながとろ高校カヌー部　新潮文庫 武田綾乃

高校1年生の舞奈は、カヌーを操る美少女、恵梨香に出会う。彼女を誘ってカヌー

部に入部するが、恵梨香の桁違いの実力を知り、ある決意を固める…。水しぶき眩

しい青春部活小説。『yom yom』連載を文庫化。

新潮社

砕け散るところを見せてあげる　新潮文庫 竹宮 ゆゆこ
大学受験を間近に控えた濱田清澄は、ある日、全校集会で一年生の女子生徒がいじ

めに遭っているのを目撃する。割って入る清澄。
新潮社



廃墟戦隊ラフレンジャー 竹内真

10年ぶりに再会した演劇サークルの仲間たち。戦隊ヒーローとして学内外で活躍し

た彼らは、久しぶりにムービーを撮影するが、テロによる爆発が発生し…。Webマ

ガジン『カラフル』連載を加筆・修正し単行本化。

双葉社

大人は泣かないと思っていた　集英社文庫 寺地はるな

時田翼３２歳、農協勤務。九州の田舎町で、大酒呑みの父と二人で暮らしている。

趣味は休日の菓子作りだが、父は「男のくせに」といつも不機嫌だ。そんな翼の日

常が、真夜中の庭に現れた“ゆず泥棒”との出会いで動き…

集英社

鬼人幻燈抄　葛野編 水泡の日々 中西モトオ

江戸時代、山間の集落葛野には「いつきひめ」と呼ばれる巫女がいた。巫女の護衛

役を務める青年甚太は、討伐に赴いた森で、遙か未来を語る不思議な鬼に出会う-

。江戸から平成へ。途方もない時間を旅する鬼人の物語。

双葉社

かけはし　慈しみの人・浅川巧 中川なをみ

日本が朝鮮を植民地とした時代。白磁の器、木工の膳など、朝鮮の人々が日常に使

う道具の美しさに魅せられ、柳宗悦とともに「朝鮮民族美術館」設立に尽力した浅

川巧の物語。

新日本出版社

夜が明ける 西加奈子

どれだけ傷ついても、夜が深くても、必ず明日はやってくる-。思春期から33歳に

なるまでの男同士の友情と成長、そして変わりゆく日々を生きる奇跡を描く。再生

と救済の物語。『小説新潮』連載を単行本化。

新潮社

皆のあらばしり 乗代雄介

高校の歴史研究部に所属するぼくは、ある日皆川城址で中年男に出会う。男は、ぼ

くが入手した旧家の蔵書目録を奪い取った。うさん臭さを警戒しつつ、ぼくは男の

博識に惹かれていき…。『新潮』掲載を単行本化。

新潮社

あの夏の正解 早見和真

2020年、新型コロナ拡大によりセンバツに続いて夏の甲子園も中止。夢を奪われ

た球児と指導者は何を思い、どう行動したのか。愛媛県の済美と石川県の星稜、強

豪2校に密着した作家が描く感動ノンフィクション。

新潮社

女子大小路の名探偵　欧文タイトル：Detective

of Joshidaikoji
秦建日子

栄の女子大小路にあるバー・タペンスで、のんびりとバイト店長を務めていた大

夏。ところがそこに大事件が転がり込む。連続女児殺害事件の容疑者になってし

まった大夏は、絶縁状態だった姉の美桜に助けを求めるのだが…

河出書房新社

白鳥とコウモリ 東野圭吾

遺体で発見された善良な弁護士・白石健介。ひとりの男が殺害を自供し事件は解決

…のはずだった。「すべて、私がやりました。すべての事件の犯人は私です」。東

野圭吾版『罪と罰』

幻冬舎

それは桜のような恋だった 双葉文庫 広瀬未衣

僕は春が嫌いだ。春になると、僕の前からサッカーボールや自転車が突然消えて、

みんなに気味悪がられてきた―大学２年生の春休み、叔父の和菓子屋でバイトをす

るために京都を訪れた僕は…

双葉社



透明な螺旋 東野圭吾

シリーズ第10弾。房総沖で男性の遺体が見つかった。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。刑事・草薙は横須賀の両親のもとで過ごす

湯川学を訪ねる。「愛する人を守ることは罪なのか」

文藝春秋

東京ホロウアウト = TOKYO

　　　　　　　　　　　HOLLOWOUT
福田和代

オリンピック開催間近の東京で、道路を狙ったテロが発生! 分断される道路、届か

ない食料、回収されないゴミ。物流のプロ、長距離トラックドライバーたちが東京

を救うため立ち上がる!

東京創元社

竜とそばかすの姫　角川文庫 細田守

高知の田舎町で父と暮らす１７歳の高校生・鈴は、幼い頃に母を事故で亡くし、現

実世界では心を閉ざしていた。だが、もうひとつの現実と呼ばれる、インターネッ

ト上の超巨大仮想空間『Ｕ』に「ベル」というアバターで…

KADOKAWA

52ヘルツのクジラたち 町田そのこ

自分の人生を家族に搾取されてきた女性・貴瑚と、母に虐待され「ムシ」と呼ばれ

ていた少年。孤独ゆえ愛を欲し、裏切られてきた彼らが出会う時、新たな魂の物語

が生まれる。注目作家・町田そのこの初長編作品。

中央公論新社

零から0へ まはら三桃

1945年、父を戦争で亡くし、聡一は一家を支えるため鉄道総局の研究所に入所す

る。そこには、軍で戦闘機の設計や製作に関わり、多くの命を奪ったことを悔いる

壮年の技術者たちが…。

ポプラ社

もしも徳川家康が総理大臣になったら : ビジネ

ス小説
眞邊明人

歴史に名を刻む面々で組閣された最強内閣は、迅速な意思決定で大胆な政策を次々

と実行していく。国民も、偉人たちのえげつない決断力と実行力に次第に歓喜し、

酔いしれていくが…。新感覚エンターテインメント。

サンマーク出

版

きみはポラリス　新潮文庫 三浦しをん

永遠に完成しない二通の手紙;裏切らないこと;私たちがしたこと;夜にあふれるもの;

骨片;ペーパークラフト;森を歩く;優雅な生活;春太の毎日;冬の一等星;永遠につづく

手紙の最初の一文

新潮社

三日間の幸福　メディアワークス文庫 三秋縋

未来を悲観して寿命の大半を売り払ったクスノキは、幸せを?もうと躍起になる

が、何をやっても裏目に出る。一番の幸せに気付いた頃には、寿命は2カ月を切っ

ていて…。

KADOKAWA

山女日記　幻冬舎文庫 湊かなえ

私の選択は、間違っていたのですか。悩める7人の胸に去来するのは-。誰にも言え

ない苦い思いを抱いて、女たちは、一歩一歩、頂を目指す。新しい景色が小さな答

えをくれる連作長編。

幻冬舎

残照の頂：山女日記 続 湊かなえ

内容:後立山連峰 p5-81．北アルプス表銀座 p83-145．立山・剱岳 p147-209．武奈

ケ岳・安達太良山 　日々の思いを?み締めながら、一歩一歩、山を登る女たち。通

過したつらい日々は、つらかったと認めればいい。

幻冬舎

余命3000文字　小学館文庫 村崎羯諦

「あなたの余命はあと3000文字きっかりです」 ある日、医者から文字数で余命を

宣告された男に待ち受ける数奇な運命とは-? 5分で読めて、あっと驚き、わっと泣

ける26編を収録。『小説家になろう』掲載を文庫化。

小学館



自転しながら公転する = Spinning Around My

Whirl
山本文緒

東京のアパレルで働いていた都は親の看病のため実家に戻り、近所のモールで働き

始める。しかし職場ではセクハラなど問題続出、実家では両親共に体調を崩してし

まい…。

新潮社

ミカエルの鼓動 柚月裕子

手術支援ロボット「ミカエル」を推進する心臓外科医・西條と、ドイツ帰りの天才

医師・真木。難病の少年の治療をめぐり対立する2人。そんな中、西條を慕ってい

た若手医師が自ら命を絶ち…。

文藝春秋

黒牢城 米澤穂信

織田信長に叛旗を翻して有岡城に立て籠もった荒木村重は難事件に翻弄される。村

重は、土牢の囚人にして織田方の軍師・黒田官兵衛に謎を解くよう求めた。事件の

裏には何が潜むのか-。

KADOKAWA

いまさら翼といわれても　角川文庫 [<古典部>

シリーズ]　[6]
米澤穂信

奉太郎が「省エネ主義」になったきっかけ、えるが合唱祭の出番前に行方不明に

なったわけ-。<古典部>メンバーの新たな一面に出会う、瑞々しくも時にビターな

全6篇を収録。

KADOKAWA

10年間飲みかけの午後の紅茶に別れを告げた

い：部屋をめぐる空想譚
岡田悠

台所のペットボトル、リビングの取扱説明書…。何でもないモノたちへの狂気の執

念が、まさかの結末を導き出し…。部屋をめぐる全7編の空想譚。ウェブメディア

『オモコロ』掲載に加筆修正し書き下ろしを加えて書籍化。

河出書房新社

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー

2　The Real British Secondary School Days
ブレイディみかこ

中学生の「ぼく」の日常は、今も世界の縮図のよう。授業でのスタートアップ実

習、ノンバイナリーの教員たち、音楽部でのポリコレ騒動、ずっと助け合ってきた

隣人との別れ、そして母の国での祖父母との旅…。

新潮社

時間の王　宝樹短篇作品合集 宝樹　稲村文吾 訳

自在に時を飛ぶ“時間の王”となった主人公の冒険と苦難を描く表題作、古代の蜀の

都市・成都で謎の女により不老不死にされた王が悠久の時をめぐる「成都往時」な

ど、時間SFテーマの全7篇を収録。

早川書房

アーモンド ソンウォンピョン 著

扁桃体(アーモンド)が人より小さく、怒りや恐怖を感じることができない高校生、

ユンジェ。15歳の誕生日に、目の前で祖母と母が通り魔に襲われたときも、無表情

でその光景を見つめているだけだった。そんな彼の前に…

祥伝社

ロボット・イン・ザ・ガーデン　小学館文庫
デボラ・インストー

ル　松原葉子  訳

近未来のイギリス。34歳のベンはある朝、自宅の庭で壊れかけた旧型ロボットのタ

ングを発見。他のアンドロイドにはない「何か」を感じたベンは、作り主を探そう

とアメリカへ…。ダメ男とポンコツ男の子ロボットの友情。

小学館

ザリガニの鳴くところ
ディーリア・オーエ

ンズ　友廣純  訳

ノースカロライナ州の湿地で村の青年の死体が発見された。人々は真っ先に、「湿

地の少女」と呼ばれているカイアを疑う。6歳のときからたったひとりで生き延び

てきたカイアは、果たして犯人なのか?｡

早川書房

ハナコの愛したふたつの国
シンシア・カドハタ

もりうちすみこ  訳

ハナコたちは、すべてをなくして、日本に降り立った。ハナコたちを待っていたの

は、戦後間もない荒れ果てた大地。そして、ハナコたちを愛してくれる祖父母だっ

た。

小学館



蠅の王 : 新訳版　原タイトル: LORD OF THE

FLIES　ハヤカワepi文庫

ウィリアム・ゴールディ

ング  黒原敏行  訳

飛行機が墜落し、無人島にたどりついた少年たち。協力して生き抜こうとするが、

次第に緊張が高まり、暗闇に潜むという<獣>に対する恐怖が募り…。ノーベル賞

作家の代表作を新訳で紹介する。

早川書房

きみのいた森で　海外ミステリーBOX
ピート・ハウトマン　こ

だまともこ  訳

祖父と母と3人で暮らしていたスチューイ。嵐の日に祖父を失い、元気をなくして

いたが、引っ越してきたエリー・ローズという少女と仲良くなり、毎日のように森

の秘密の場所で遊ぶように。だがある日…。

評論社

兄の名は、ジェシカ　原タイトル: MY

BROTHER'S NAME IS JESSICA

ジョン・ボイン　原田勝

訳

4歳年上のジェイソンは、サムの自慢の兄。おだやかでやさしくて、忙しい両親に

かわって、小さいときからサムの面倒をよくみてくれた。サッカー部のキャプテン

で、学校ではみんなの人気者。

あすなろ書房

【　ノンフィクション・エッセイ　】

書名 著者名 内容 出版社

タイム・スリップ芥川賞　「文学って、なんの

ため?」と思う人のための日本文学入門

TIMESLIP AKUTAGAWASHO

菊池 良

100年近く続いている純文学の新人賞「芥川賞」。その歴史とは? ある少年と文学

好きな科学者の博士がタイム・マシンに乗って芥川賞の各時代をめぐり、その時代

の受賞者や作品などを会話形式で紹介する。

ポプラ社

旭川商業高校吹奏楽部のキセキ　熱血先生と部

員たちの「夜明け」
オザワ部長

旭川商業高校吹奏楽部と顧問の佐藤淳先生の29年間の軌跡、そして先生の退任前最

後の年に起こった思いも寄らない奇跡…。名指導者と「旭商吹部」のキセキを描く

ノンフィクション・ノベル。

明石書店

スリルライフ　天才ではないが、天然でもない 新庄 剛志

BIG BOSS年表:p230?231「チームプレーはいらない」「全力プレーより80%の力

でいい」…。奇想天外な言動の裏に隠された、「努力」と「人生哲学」とは。13の

自伝的ストーリーと79の質問から、人間・新庄剛志の真の姿に迫る。

集英社

謎のアジア納豆　そして帰ってきた〈日本納

豆〉　                                       新潮文庫
高野秀行

ミャンマー奥地で遭遇した、納豆卵かけご飯。日本以外にも納豆を食べる民族が存

在することをそのとき知った。そして著者は探求の旅に出る。愛する食材を追いか

けるうちに、アジア史までもが見えてきた。

岩波書店

シリアで猫を救う

アラー・アルジャリール

ダイアナ・ダーク　大塚

敦子  訳

電気技師アラー・アルジャリールは、世界一危険な道カステロ・ロードを仕事場

に、負傷した人々の救出活動と同時に、取り残された猫たちの保護を始める。現在

もなおシリア国内で活動を続ける一市民の、生の声を伝える。

講談社

８１歳いまだまんが道を…中公文庫 藤子不二雄Ａ

「怪物くん」「笑ゥせぇるすまん」「プロゴルファー猿」…。漫画の創生期から現

代まで疾走する藤子不二雄Ａの自伝。山あり谷あり回り道ありの「まんが道」秘話

が満載。

学研プラス



【　生活と環境　　】

書名 著者名 内容 出版社

SDGs入門　未来を変えるみんなのために　岩波

ジュニアスタートブックス　ジュニスタ
蟹江 憲史

環境、エネルギー、貧困、格差…。様々な課題と向き合い、「だれ一人取り残され

ない」未来を、どのように作っていけばよいのでしょうか。SDGsの理念や生い立

ち、互いに関連する17の目標についてわかりやすく解説。

学研プラス

フィンランド幸せのメソッド　集英社新書 堀内都喜子

２０１８年から５年連続で「幸福度ランキング世界一」を達成したフィンランド。

子育て支援や教育など、立場を問わず全ての国民が平等に、そして幸福に暮らすこ

とを可能にする、驚きの仕組みの全貌を紹介する。

理論社

【　経済　　】

書名 著者名 内容 出版社

はじめまして!10歳からの経済学　1　もしもお

金がなかったら

泉 美智子   サトウナ

オミ  絵

「もしもお金がなかったら」「もしも遊園地の乗物がタダだったら」などの4つの

ストーリーを読むだけで、通貨の目的・役割、紙幣と硬貨の併用、適正なものの値

段、国力・貿易・為替といった「お金」のことが学べる本

ゆまに書房

はじめまして!10歳からの経済学 2　もしも銀行

がなかったら

泉 美智子 　山下正人

絵

１　もしも銀行がなかったら（銀行の役割）２　もしもローンがなかったら（ロー

ンの役割）３　もしもクレジットカードがなかったら（クレジットカードの活用）

４　もしも株がなかったら（株の仕組み）

ゆまに書房

はじめまして!10歳からの経済学3　もしも会社

がもうけばかり考えたら

泉 美智子   新谷紅葉

絵

「もしもロボパン屋が個人商店だったら」「もしもロボパン屋が株式会社になった

ら」などの4つのストーリーを読むだけで、個人商店・株式会社・チェーン店の仕

組みや会社の利益といった「会社」のことが学べる本。

学研プラス

会計の用語図鑑　比べて丸わかり! 石川和男

「経常利益」と「当期純利益」の違いって? 「値引き」と「割引き」の違いって?

すべての職種で必要でありながら、混同しがちな会計用語を対比しながら、会計の

知識や儲けの仕組みをわかりやすく解説。

学研プラス

【　社会　　】

書名 著者名 内容 出版社

バナナの魅力を100文字で伝えてください　誰

でも身につく36の伝わる法則
柿内尚文

伝えたいことが相手に正確に伝わるための方法とは。ゴール設定や見える化といっ

た「伝わる構造」と、比較・言いかえなどの「伝わる技術」を紹介する。カヴァー

そでに一筆箋あり。

学研プラス

中学生のための東大生の勉強法カタログ：8人の

東大生が教える100種類の勉強法

成績アップの方法はたくさんある! 8人の東大生が中学時代に行っていた勉強の工夫

100種類を「暗記」「演習」「授業」「定期テスト」「高校受験」に分けて紹介す

る。チェックリスト付き。見返しに勉強タイプ診断あり。

学研プラス



「日本の伝統」の正体 藤井青銅

お正月の定番「初詣」も「重箱おせち」も、実は私鉄や百貨店のキャンペーンから

生まれた新しい文化。喪服は黒、土下座が謝罪のポーズになったのも実はごく最

近。

ダイヤモンド

社

いいね!建設産業本当の魅力 : 仕事の中身を知れ

ば、もっと関わりたくなる

建設未来研究会, 日経

コンストラクション

編

冊子送付者名（別紙　（一社）富山県建設業協会会長竹内茂氏）インフラを支える

驚きの技術、新分野への展開、就職後の学び…
明石書店

エシカルフード　角川新書 山本謙治

環境問題、アニマルウェルフェア、人権・労働問題、フェアトレード、商品・サー

ビスの持続可能性、利益の公正な分配、フードロス…。食文化、生産者、自分自身

を守るために知っておくべき、エシカルの基準を提示する。

	岩波書店

【　生き方　　】

書名 著者名 内容 出版社

RANGE : 知識の「幅」が最強の武器になる　原

タイトル: RANGE

デイビッド・エプス

タイン  東方雅美  訳

早めの専門特化より「まわり道」が強みになる! 「少なく、幅広く練習する効果」

「グリットが強すぎると起こる問題」「スペシャリストがはまる罠」
新潮社

世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方＝

The world's easiest way to find what you want

to do：人生のモヤモヤから解放される自己理解

メソッド

八木仁平

3つの視点で「自分探し」から脱出できると、「人間関係」「お金」「健康」「仕

事」のあらゆる悩みが消える! やりたいことの見つけ方を体系立てて学べる、自己

理解の教科書。

新潮社

なぜ、いま思考力が必要なのか?

　　　　　　　　　　　　講談社+α新書
池上 彰

「思考力」とは「自分がよりよく変わる力」-。悩みを解決したり、自分の生きる

道を見つけたり、社会と自分との関係を変えたりするときに役立つ「思考力」につ

いて解説。思考力を鍛えるための実践なども紹介する。

日経BP

暇と退屈の倫理学　新潮文庫 國分 功一郎
暇」とは何か。人間はいつから「退屈」しているのだろうか。答えに辿り着けない

人生の問いと対峙するとき、哲学は大きな助けとなる。

旅立つには最高の日 田中真知

目的地へ着くことより過程を味わう。人との偶然の出会いを楽しみ、別れを潔く受

け入れる。そんな旅のまなざしで日々と向きあうとき日常はそのままで旅となり、

今日は旅立ちの日となる…。

新潮社



【　地理・歴史　　】

書名 著者名 内容 出版社

新しい世界の伝記

ライフ・ストーリーズ　1　	ガンディー　原タイ

トル:DK life stories Gandhi

シャーロット・エイ

ジャー   絵, 　ダイア

ン・ベイリー  安田 章

子  訳

ひたむきに生きたすばらしい人たちの伝記。平和を愛し、暴力に頼らずに祖国を独

立に導いたガンディーの人生を、豊富な写真とイラストを交えて描く。家系図、年

表、クイズ、人名録、用語解説も収録。

新潮社

黒人と白人の世界史　「人種」はいかにつくら

れてきたか　世界人権問題叢書104　原タイト

ル:Un monde en negre et blanc

オレリア・ミシェル

児玉 しおり   訳

科学的には無効であっても、政治的、社会的現実として人種は存在する。大西洋奴

隷貿易、奴隷制、植民地主義とともに、「人種」がどのように生み出され、正当化

されていったのかを歴史的に解明する。

ゆまに書房

世界なんでもランキング　地球の歩き方的!　地

球の歩き方　旅の図鑑シリーズ

地球の歩き方編集室

編集

旅行や地理、経済や文化などあらゆるジャンルから130のランキングを掲載。背景

や現状、順位から見えてくる世界各地の意外な習慣やトレンドなども旅人目線で解

説する。カラー図版も多数収録。データ:2021年4月現在。

新潮社

世界遺産　絶景でめぐる自然遺産完全版　	旅の

図鑑シリーズ　Exploring World Natural

Heritage　地球の歩き方BOOKS

地球の歩き方編集室

編集

ナミブ砂漠、チトワン国立公園、グレートバリア・リーフ…。世界遺産の不思議と

謎を学ぼう! 自然遺産&複合遺産全257件を6つのエリアに分け、旅の雑学とともに

解説する。データ:2021年12月現在。

新潮社

世界のすごい島300　多彩な魅力あふれる世界

と日本の島々を旅の雑学とともに解説　旅の図

鑑シリーズ　地球の歩き方BOOKS

地球の歩き方編集室

||編集

レアな地形、文化、生き物を通して、多彩な魅力あふれる世界と日本の300の島々

を旅の雑学とともに解説。アクセス・人口・言語などの基本情報、国や地域名、エ

リアマップなどを掲載する。データ:2021年2月現在。

日経BPマーケ

ティング

世界のすごい城と宮殿333一度は訪れたい魅力

的な建築・史跡を旅の雑学とともに解説　地球

の歩き方BOOKS

地球の歩き方編集室

||編集

世界遺産に登録されている美しい宮殿や城塞都市、映画の舞台になった城などを写

真とともに紹介。必見ポイント、アクセス情報、観光アドバイス、耳寄り情報など

も掲載。データ:2021年6月現在。

河出書房新社

シリーズ戦争と社会　１「戦争と社会」という

問い

蘭信三 編集委員　石

原俊  編集委員

戦争と社会の関係性が戦時から戦後、現代に至るまで、どのように変容したのかを

多様な観点から読み解き、総合的に捉え返す。１は、社会に遍在する戦争や軍事に

対抗するための視座を提示する。

新潮社

戦争の文化　上　パールハーバー・ヒロシマ・

9.11・イラク　原タイトル:Cultures of war

ジョン・W.ダワー |

三浦 陽一   監訳, 田

代 泰子   訳, 藤本 博

訳, 三浦 俊章  訳

自らに都合の良い思考、異論や批判の排除、過度のナショナリズム、文化的・人種

的偏見…。「戦争の文化」の本質を、真珠湾攻撃から原爆投下、9.11事件、イラク

戦争に至る日米の愚行を通して描き出す。

新潮社



【　芸術　　】

書名 著者名 内容 出版社

ジュニア版もっと知りたい世界の美術 5

レオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロ :

ルネサンスが生んだ天才芸術家

 高橋明也 監修

世界の神秘を解き明かそうとした万能の天才レオナルドと、人間の肉体を

表現しつくした神のごとき芸術家ミケランジェロ。名作の数々をやさしい

言葉で紹介。趣向をこらして、子どもたちを創造の世界へ誘う。

三省堂

ジュニア版もっと知りたい世界の美術 6　宗達

と光琳 : 「琳派」の迫力と美しさ
金子信久 監修

「風神雷神」の俵屋宗達と、宗達を参考にすることで世界に通じる「琳

派」の系譜を生み出した尾形光琳。豪華かつ現代デザインのように軽妙な

2人の代表作を小学校中学年から楽しめる入門書として紹介する。

講談社

ジュニア版もっと知りたい世界の美術 7

レンブラントとフェルメール　光と影に魅せら

れた画家の挑戦

高橋明也 監修

清新な美術が花開いた１７世紀オランダ。首都アムステルダムを中心に活

動し、光と影（かげ）の強烈（きょうれつ）で劇的な効果を用い、多数の

作品をえがいたレンブラント。

中央公論新社


