令和２年度１号

あらためて入学、進級、おめでとう。
さぁ、図書館の本を読もう！
ラノベは続巻が入りました。そのほかに小説、図鑑、
いろいろあるので見に来てください。

○ルールを守ろう
・本を持ち出すときは必ず手続きをする
・館内にカバンを持ち込まない
・館内で飲み食いをしない
・館内ではさわがない、あばれない
・その他校内で禁止されていることは館内でも禁止
○新聞を読もう
・図書館には読売新聞と西日本新聞を一週間分まとめ
て置いています。一日一つでも何か記事を読んでみ
よう。記事の内容が分からないときは司書に尋ねよ
う。
○絵を楽しもう
・図書館には美術全集があって、上質な印刷の色々な
画家の作品が楽しめるので、是非鑑賞しよう。

本屋大賞受賞
第１位 流浪の月
あなたと共にいることを、世界中の誰もが反対し、批判するはずだ。
わたしを心配するからこそ、誰もがわたしの話に耳を傾けないだろう。それでも文、わ
たしはあなたのそばにいたい――。
再会すべきではなかったかもしれない男女がもう一度出会ったとき、運命は周囲の人
を巻き込みながら疾走を始める。新しい人間関係への旅立ちを描く。

第２位

ライオンのおやつ
人生の最後に食べたいおやつは何ですか―
若くして余命を告げられた主人公の雫は、瀬戸内の島のホスピスで残りの日々を過ごす
ことを決め、穏やかな景色のなか、本当にしたかったことを考える。ホスピスでは、毎週日
曜日、入居者がリクエストできる「おやつの時間」があるのだが、雫はなかなか選べずにい
た。
―食べて、生きて、この世から旅立つ。
すべての人にいつか訪れることをあたたかく描き出す、今が愛おしくなる物語。

第３位

線は、僕を描く
両親を交通事故で失い、喪失感の中にあった大学生の青山霜介は、アルバイト先の展覧会
場で水墨画の巨匠・篠田湖山と出会う。なぜか湖山に気に入られ、その場で内弟子にされて
しまう霜介。それに反発した湖山の孫・千瑛は、翌年の「湖山賞」をかけて霜介と勝負する
と宣言する。
水墨画とは、筆先から生みだされる「線」の芸術。描くのは「命」。
はじめての水墨画に戸惑いながらも魅了されていく霜介は、線を描くことで次第に恢復し
ていく。
新人の作品とは思えない人間描写、気持ちの動き。
講談社メフィスト賞受賞作
第４位

ノースライト
一家はどこへ消えたのか？空虚な家になぜ一脚の椅子だけが残されていたのか？
一級建築士の青瀬は、信濃追分へ車を走らせていた。望まれて設計した新築の家。施主の
一家も、新しい自宅を前に、あんなに喜んでいたのに……。Y 邸は無人だった。そこに越し
てきたはずの家族の姿はなく、電話機以外に家具もない。ただ一つ、浅間山を望むように置
かれた古ぼけた「タウトの椅子」を除けば……。この Y 邸でいったい何が起きたのか？

第５位

熱源

故郷を奪われ、生き方を変えられた。それでもアイヌがアイヌとして生きているうちに、
やりとげなければならないことがある。北海道のさらに北に浮かぶ島、樺太(サハリン)。
人を拒むような極寒の地で、時代に翻弄されながら、それでも生きていくための「熱」を
追い求める人々がいた。明治維新後、樺太のアイヌに何が起こっていたのか。見たことの
ない感情に心を揺り動かされる、圧巻の歴史小説。

直木賞受賞作
第６位

medium 霊媒探偵城塚翡翠
推理作家として難事件を解決してきた香月史郎は、心に傷を負った女性、城塚翡翠と出逢う。
彼女は霊媒であり、死者の言葉を伝えることができる。しかし、そこに証拠能力はなく、香月
は霊視と論理の力を組み合わせながら、事件に立ち向かわなくてはならない。一方、巷では姿
なき連続殺人鬼が人々を脅かしていた。一切の証拠を残さない殺人鬼を追い詰めることができ
るとすれば、それは翡翠の力のみ。だが、殺人鬼の魔手は密かに彼女へと迫っていた――。

第７位

夏物語
大阪の下町に生まれ育ち、東京で小説家として生きる 38 歳の夏子には「自分の子どもに会
いたい」という願いが芽生えつつあった。パートナーなしの出産の方法を探るうち、精子提供
で生まれ、本当の父を捜す逢沢潤と出会い、心を寄せていく。いっぽう彼の恋人である善百合
子は、出産は親たちの「身勝手な賭け」だと言い、子どもを願うことの残酷さを夏子に対して
問いかける。この世界は、生まれてくるのに値するのだろうか―。

第８位

ムゲンの i
展開も結末も予測不可能、文句なしの超大作!! 眠り続ける謎の病気「イレス」の患者を識
名愛衣は同時に三人も担当していた。治療法に悩む愛衣が霊媒師のユタである祖母に相談す
ると、「患者の夢幻の世界で魂の救済＜マブイグミ＞をすれば目覚める」という。愛衣は助言
どおりに夢幻の世界に飛び込み、魂の分身＜うさぎ猫のククル＞と一緒に三人のマブイグミ
をすることに――。

第９位

店長がバカすぎて
「幸せになりたいから働いているんだ」
谷原京子、28 歳。独身。とにかく本が好き。現在、〈武蔵野書店〉吉祥寺本店の契約社員。
山本猛という、名前ばかり勇ましい、「非」敏腕店長の元、文芸書の担当として、次から次へ
とトラブルに遭いながらも、日々忙しく働いている。あこがれの先輩書店員小柳真理さんの存
在が心の支えだ。そんなある日、小柳さんに、店を辞めることになったと言われ……。

第１０位

むかしむかしあるところに、死体がありました。
昔ばなし、な・の・に、新しい！鬼退治。桃太郎って……え、そうなの？大きくなあれ。
一寸法師が……ヤバすぎる！ここ掘れワンワン。埋まっているのは……ええ！？
「浦島太郎」や「鶴の恩返し」といった皆さんご存じの《日本昔ばなし》を、密室やアリバ
イ、ダイイングメッセージといったミステリのテーマで読み解く全く新しいミステリ！「一
寸法師の不在証明」「花咲か死者伝言」「つるの倒叙がえし」「密室龍宮城」「絶海の鬼ヶ
島」の全 5 編収録。

「本屋大賞」（ほんやたいしょう）とは 2004 年に設立された、書店員有志で組織する NPO 法人「本屋大賞
実行委員会」が運営する文学賞。キャッチコピーは「全国書店員が選んだいちばん! 売りたい本」。一般の文
学賞とは異なり作家・文学者は選考に加わらず、「新刊を扱う書店（オンライン書店を含む）の書店員」の投票
によってノミネート作品および受賞作が決定される。過去一年の間、参加書店員が読み「面白かった」「お客
様にも薦めたい」「自分の店で売りたい」と思った本を選び投票。

そのほかの新着図書です。
1 空戦魔導士候補生の教官 １３

諸星悠 甘味みきひろ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

2 学園キノ ６

時雨沢恵一 黒星紅白

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

3 緋弾のアリア ３０～３２

赤松中学

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

4 アクセル・ワールド ２３～２４

川原礫

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

5 ガンゲイル・オンライン １０

時雨沢恵一 黒星紅白

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

6 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 ２１～２２

長月達平

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

7 リセット １３

如月ゆすら

星雲社

8 蜘蛛ですが、なにか？ １２

馬場翁

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

9 りゅうおうのおしごと！ １１～１２

白鳥士郎

ＳＢクリエイティブ

10 デスマーチからはじまる異世界狂想曲 １６～１９

愛七ひろ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

11 都会のトム＆ソーヤ 外伝 １６．５

はやみねかおる

講談社

12 幼女戦記 １２

カルロ・ゼン 篠月しのぶ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

13 Ｏｎｌｙ Ｓｅｎｓｅ Ｏｎｌｉｎｅ １８

アロハ座長

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

14 博多豚骨ラーメンズ ９

木崎ちあき

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

15 転生したらスライムだった件 １６

伏瀬

マイクロマガジン社

16 俺の妹がこんなに可愛いわけがない １３

伏見つかさ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

17 ゲーマーズ！ １２

葵せきな

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

18 新約とある魔術の禁書目録 ２２

鎌池和馬

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

19 新約とある魔術の禁書目録リバース ２２

鎌池和馬

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

20 オーバーロード １４

丸山くがね

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

21 デート・ア・ライブ
２１～２２
滅国の魔女
22 平兵士は過去を夢見る ８～９

橘公司

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

丘野優

アルファポリス

23 終わりのセラフ一瀬グレン、１９歳の世界再誕 １～２

鏡貴也

講談社

24 この素晴らしい世界に祝福を！ １３～１６

暁なつめ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

25 この素晴らしい世界に祝福を！よりみち！

暁なつめ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

26 魔法科高校の劣等生 ３１

佐島勤

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

27 ストライク・ザ・ブラッド ２１

三雲岳斗

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

28 キノの旅 ２２

時雨沢恵一

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

29 ＩＳ〈インフィニット・ストラトス〉
１２
ｔｈｅ Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｗｏｒｌｄ
30 左手一本のシュート

弓弦イズル

オーバーラップ

島沢優子

小学館

31 侠飯 １～６

福澤徹三

文藝春秋

32 流人道中記 上・下

浅田次郎

中央公論新社

33 紅茶セラピー

斉藤由美

ワニブックス

34 Ｔｈｉｎｋ Ｓｍａｒｔ

ロルフ・ドベリ

サンマーク出版

35 なぜ僕らは働くのか

池上彰

学研プラス

