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明商 図書館だより
☆新着図書のお知らせ☆
ストロベリーナイト・・・誉田哲也
溜め池近くの植え込みから、ビニールシートに包まれた男の惨殺死体が発
見された。警視庁捜査一課の警部補・姫川玲子は、これが単独の殺人事件で
終わらないことに気づく。
インデックス・・・誉田哲也
所轄に異動したことで姫川玲子が扱う事件の幅は拡がった。事件捜査の
日々の中、本部復帰のチャンスを摑んだ玲子。気になるのは、あの頃の仲
間のうち、誰を引っ張り上げられるのか−。
ガラスの太陽 Ｒ ルージュ・・・誉田哲也
捜査一課に復帰した姫川玲子。菊田が同じ班に入り、姫川
を高く評価する林が統括主任として見守る。だが、謎の多い
凄惨な事件を前に捜査は難航し…。
ガラスの太陽 Ｎ ノワール・・・誉田哲也
反米軍基地デモが激化し、新宿署の東弘樹警部補は「左翼の親玉」を取
り調べることに。その直後、異様な覆面集団による滅多刺し事件が起こり
…。
風神雷神 風の章・・・柳 広司
扇屋「俵屋」の養子となった伊年。俵屋の扇は日に日に
評判を上げ、伊年は「平家納経」の修理を任され…。「ジ
ョーカー・ゲーム」の著者が、世界が憧れた謎の絵師・俵
屋宗達を描く！
風神雷神 雷の章・・・柳 広司
法橋の位を与えられ禁中の名品を模写し、古今東西のあらゆる技法を学
んだ宗達。盟友が次々に逝くなか、天皇までが惚れた天才絵師は、国宝・
風神雷神図屛風で何を描いたのか。
カエルの楽園・・・百田尚樹
安住の地を求めて旅に出たアマガエルのソクラテスとロベルトは、平
和で豊かな国・ナパージュに辿り着く。そこではツチガエルたちが、奇
妙な戒律を守り穏やかに暮らしていたが…。
つぼみ・・・宮下奈都
まだ何者でもない、何者になるのかもわからない、わた
しの、あなたの、世界のはじまり…

江の島ねこもり食堂・・・名取佐和子
江の島に「ねこもりさん」と呼ばれる女たちがいた。それは島の猫の
世話をするという、とある食堂の隠れた仕事。１９１５年のすみゑか
ら、２０１７年の麻布まで。
冬雷・・・遠田潤子
因習に縛られた古い港町の名家に、跡継ぎとして引き取られた孤児の
代助。家族や恋人ができ、幸せに暮らしていたが、幼い義弟の失踪が原
因で町を出ていくことになった。
この世の春 上下巻・・・宮部みゆき
多紀の献身は、重興の身に一人の救世主を産み出す。だがその出現
は、まつろわぬ者たちへのリベンジに油を注ぐことに。彼らの悪意が
憑依した北見藩に活路はあるのか？
夜露姫・・・みなと菫
【講談社児童文学新人賞佳作（第５６回）】美しき平
安の世。１５歳でひとりぼっちになってしまった晶姫は
なぞの盗賊にとらえられたことをきっかけに、夜盗とし
て生まれ変わる−。
本が好き・・・安野光雅
子どもの頃から本が好きだった−。安野光雅が読みあさってきた書物
の中から、「完訳ファーブル昆虫記」「科学と宗教との闘争」「韓のく
に紀行」など、７０冊あまり厳選して、自己の人…
スラスラ書ける「志望理由書・小論文」の超キホン講座
ＡＯ・推薦入試志望理由書＆面接
る －

－

自分だけの物語で逆転合格す

ソウルケイジ・・・誉田哲也
多摩川土手に乗り捨てられたワンボックス・カーから、血塗れの左
手首が発見された！姫川玲子たち捜査一課殺人犯捜査係の刑事たち
は、所轄と組んで捜査にあたる。しかし、手首の持ち主と思しき男の
周辺を調べていくうちに、つぎつぎと意外な事実が浮かび上がって
…。進境著しい俊英・誉田哲也が渾身の力をこめて描く、丹念に積み
上げられた捜査小説にして、胸をうつ犯罪小説の白眉。
シンメトリー・・・誉田哲也
姫川玲子シリーズ、初となる短編集。長編では描けない過去
のエピソード等、ファン必見の1冊！
インビジブルレイン・・・誉田哲也
姫川班が捜査に加わったチンピラ惨殺事件。暴力団同士の抗
争も視野に入れて捜査が進む中、「犯人は柳井健斗」というタ
レ込みが入る。ところが、上層部から奇妙な指示が下った。捜
査線上に柳井の名が浮かんでも、決して追及してはならない、というのだ。
隠蔽されようとする真実―。警察組織の壁に玲子はどう立ち向かうのか？シ
リーズ中もっとも切なく熱い結末。

感染遊戯・・・誉田哲也
会社役員刺殺事件を追う姫川玲子に、ガンテツこと勝俣警部補が十五年前の
事件を語り始める。刺された会社役員は薬害を蔓延させた元厚生官僚で、その
息子もかつて殺害されていたというのだ。さらに、元刑事の倉田と姫川の元部
下・葉山が関わった事案も、被害者は官僚―。バラバラに見えた事件が一つに
繋がるとき、戦慄の真相が立ち現れる！姫川玲子シリーズ最大の問題作。
ブルーマーダー・・・誉田哲也
池袋の繁華街。雑居ビルの空き室で、全身二十カ所近くを骨折した暴力団組
長の死体が見つかった。さらに半グレ集団のＯＢと不良中国人が同じ手口で殺
害される。池袋署の形事・姫川玲子は、裏社会を恐怖で支配する怪物の存在に
気づく―。圧倒的な戦闘力で夜の街を震撼させる連続殺人鬼の正体とその目的
とは？超弩級のスリルと興奮！大ヒットシリーズ第六弾。
プラージュ ・・・ 誉田哲也
たった一度、魔が差した結果、仕事も住む場所も失ったサラリーマンの貴
生。やっと見つけたシェアハウスで、人生をやり直す決意をした矢先に、一人
の女性住人に「夜這いし放題よ」と耳打ちされて…。あるシェアハウスに住
む、厄介者たちの物語。
未来の年表
人口減少日本でこれから起きること ・・・ 河合雅司
２０３５年、首都圏も高齢者が激増！「日本を救う処方箋」も本書で提言。
第１部 人口減少カレンダー（序 ２０１６年、出生数は１００万人を切った；２０１
７年 「おばあちゃん大国」に変化；２０１８年 国立大学が倒産の危機へ；２０１９
年 ＩＴ技術者が不足し始め、技術大国の地位揺らぐ；２０２０年 女性の２人に１人
が５０歳以上に ほか）
第２部 日本を救う１０の処方箋―次世代のために、いま取り組むこと（序 小さくと
も輝く国になるための第５の選択肢；戦略的に縮む；豊かさを維持する；脱・東京一極
集中；少子化対策）
面白いほどよくわかる日本の城 歴史とエピソ…(学校で教えない教科書)
記録が伸びる!陸上競技メンタル強化メソッド(パーフェクトレッスンブッ
ク)
図説スコットランドの歴史
サハラ砂漠 塩の道をゆく ・・・ 片平 孝
八～一六世紀、西アフリカ内陸部の地に興隆したいくつかの黒人国家は、サハラ砂漠
を越えて北から運ばれて来る岩塩と南からの金や象牙、奴隷などの交易で繁栄したとい
う。そして、その中心には伝説の“黄金都市”があった。それらの国家はすべて消え去
ったが、往時のままに岩塩が切り出されるタウデニ鉱山と、ラクダのキャラバン「アザ
ライ」によってかつての黄金の都・トンブクトゥに運ばれる塩の交易は、二一世紀の現
在も続いている。写真家の著者は、三〇年来の夢を叶え、トンブクトゥからタウデニ鉱
山へ往復一五〇〇キロ、アザライに密着する命懸けの旅を敢行した。これは、美しい写
真と共に綴られた四二日間の過酷なキャラバンの記録である。
バチカン奇跡調査官 月を呑む氷狼 ・・・ 藤木 凛
春祭で賑わうノルウェーの田舎町で、獣の唸り声が聞こえたかと思う
と、忽然として満月が赤く呑まれ、暗闇の広場に轟音が響き渡った。人々
が「ラグナロク」という言葉を囁くなか、すぐ側の屋敷では凍死体が発見
される。温かな外気温にもかかわらず、わずか数十分で氷漬けにされた書
斎は、北欧神話に伝わる氷狼の仕業なのか。平賀とロベルトは調査を進め

るが、事件の裏にはあの男が―！？天才神父コンビの事件簿、第８弾。
バチカン奇跡調査官 楽園の十字架 ・・・ 藤木 凛
多忙を極める平賀とロベルトは、ハイチでの公務後に１週間の休暇を取る
ようサウロから厳命される。急な休暇の過ごし方に悩む２人だったが、現地
で出会った豪華客船のオーナー・ルッジェリに誘われ、カリブ海クルーズに
出ることに。だがその船上で、海が割れて巨大な十字架が出現するのを目撃
する。２人は奇跡調査を開始するが、船内ではヴードゥの儀式を模した殺人
まで発生し…！？天才神父コンビの事件簿、緊迫の第１２弾。
「カエルの楽園」が地獄と化す日 ・・・ 石 平
中国の軍事冒険主義はエスカレートする。軍艦、戦闘機の次は何が来るの
か。沖縄独立後の中国の出方は…。ベストセラー作家・百田尚樹と、中国人
の本心を知りつくす石平が、最悪の日本侵略シナリオを警告。
参謀 ・・・ 森 繁和
上司が頼り、部下がついてきた。その人望でしぶといチームができあがった
…。落合博満監督を８年間支え、参謀としてしぶといチームを作り上げた名投手
コーチ・森繁和が初めて明かす名将の素顔、若手の心を掴む法。
豆の上で眠る ・・・ 湊 かなえ
「お姉ちゃん。あなたは、本物なの」…。１３年前に起こった姉の
失踪事件。大学生になった今でも、妹の心には「違和感」が残り続け
ていた。「価値観」を激しく揺さぶる長編ミステリー。
采配 ・・・ 落合 博光
常に自分の進むべき道を探し求めること、すなわち自分の人生を
「采配」することにこそ、人生の醍醐味がある。８年間、中日ドラゴ
ンズの監督として生きてきた著者が伝える、勝利を引き寄せる６６の
言葉。
クリスマスを探偵と（絵本）・・・ 伊坂 幸太郎
「探偵さん、その話、よければ僕に話してくれませんか？」舞台はドイツ。
探偵カールがクリスマスの夜に出会った、謎の男とは…？心温まる聖夜の奇
跡。伊坂作品のエッセンスすべてが凝縮された、心温まる物語。かつての子ど
もたちへ、これからの大人たちへ。
殴られて野球はうまくなる！？ ・・・ 元永 知宏
かつて野球と暴力はとても身近だった。プロで活躍した一流選手にも「私が成
長できたのは鉄拳のおかげ」と語る人は多い。そして暴力を正面から肯定する人
がほとんどいなくなった現代でも、「暴力は反対。でも…」と思っている関係者
は多い。いまでも野球と暴力の関係は終わっていない。暴力なしで野球をうま
く、チームを強くする方法はないのか？多くの証言から可能性を探る。
ホワイトラビット ・・・ 伊坂 幸太郎
仙台で人質立てこもり事件が発生。ＳＩＴが交渉を始めるが―。伊坂作品初心
者から上級者まで、没頭度ＭＡＸ！書き下ろしミステリー。
そのままでいい -100万いいね！を集めた176の言葉- ・・・ 田口 久人
インスタグラムで１日１篇、言葉や詩を綴り、１００万以上「いいね！」さ
れ、今ではフォロワー１３万人超。１０００以上の作品から特に人気のあった作
品を厳選し、さらに書き下ろしを加えた１７６作品を収録。

わたしを離さないで ・・・ カズオ・イシグロ ノーベル文学賞受賞者
優秀な介護人キャシー・Ｈは「提供者」と呼ばれる人々の世話をしてい
る。生まれ育った施設ヘールシャムの親友トミーやルースも提供者だった。
キャシーは施設での奇妙な日々に思いをめぐらす。図画工作に力を入れた授
業、毎週の健康診断、保護官と呼ばれる教師たちのぎこちない態度…。彼女
の回想はヘールシャムの残酷な真実を明かしていく―全読書人の魂を揺さぶ
る、ブッカー賞作家の新たなる代表作。
わたしたちが孤児だったころ ・・・ カズオ・イシグロ
上海の租界に暮らしていたクリストファー・バンクスは十歳で孤児となっ
た。貿易会社勤めの父と反アヘン運動に熱心だった美しい母が相次いで謎の失
踪を遂げたのだ。ロンドンに帰され寄宿学校に学んだバンクスは、両親の行方
を突き止めるために探偵を志す。やがて幾多の難事件を解決し社交界でも名声
を得た彼は、戦火にまみれる上海へと舞い戻るが…現代イギリス最高の作家が
渾身の力で描く記憶と過去をめぐる至高の冒険譚。
スティール・キス ・・・ ジェフリー・ディーヴァー
リンカーン・ライムが刑事事件から撤退を決意した！原因はバクスターとい
う男の死だった。ライムの徹底した捜査の結果、重罰を科されることになった
バクスターは自殺を遂げた。捜査に間違いはなかったが、しかし…。そんな疑
念がライムを捕らえたのだった。だから連続殺人犯を追うアメリア・サックス
はライムの助けを借りることができない。そしてライムは、民事訴訟のための
調査依頼を引き受ける。それはサックスの目の前で起きた痛ましいエスカレー
ター事故の訴訟だった…。
アナログ ・・・ たけしがたどりついた“究極の愛”。狂暴なまでに純粋な、
書下ろし恋愛小説。「お互いに会いたいという気持ちがあれば、絶対に会えます
よ」すべてがデジタル化する世界で悟とみゆきが交わした、たったひとつの不器
用な約束。素性も連絡先も知らないまま、なぜか強烈に惹かれあう二人の、「ア
ナログ」な関係が始まった。いまや成立しがたい男女のあり方を描き、“誰かを
大切にする”とは何かを問いかける渾身の長編。
東大ナゾトレ東京大学謎解き制作集団ＡｎｏｔｈｅｒＶｉｓｉｏｎからの挑戦状
1.2.3 ・・・ 頭がやわらかければ、小学生でも解ける脳トレ問題。東大サー
クルＡｎｏｔｈｅｒＶｉｓｉｏｎによる「あっ」と驚くひらめき問題がこの一冊
に。書籍オリジナル問題も収録！
ブラックオアホワイト ・・・ 「近ごろ、よく眠れるかい」。都築君はそう言
って語り始めた。彼の輝かしい人生を暗転させた美しい悪夢、白い夢と黒い夢、
そしてその果てに見たこの国の本性を…。近代日本の実像に迫る渾身の現代小
説。
砂漠 ・・・ 仙台市の大学に進学した春、なにごとにもさめた青年の北村は四
人の学生と知り合った。少し軽薄な鳥井、不思議な力が使える南、とびきり美人
の東堂、極端に熱くまっすぐな西嶋。麻雀に勤しみ合コンに励み、犯罪者だって
追いかける。一瞬で過ぎる日常は、光と痛みと、小さな奇跡でできていた―。実
業之日本社文庫限定の書き下ろしあとがき収録！明日の自分が愛おしくなる、
一生モノの物語。
ノーマンズランド ・・・ またしても同僚の殉職を経験し、心身に疲弊の残
る姫川玲子が入ったのは、葛飾署管内で起こった若い女性の殺人事件捜査本
部。心機一転、捜査に集中する玲子だったが、すぐに行き詰まってしまう。有
力な被疑者がすでに別の所轄に逮捕されており、情報が流れてこないのだ。玲
子は、あらゆる伝手をたどり、事件の全体像を探りはじめるが…。

文芸春秋のオピニオン2018年の論点100

・・・

進学小論文用

Ｉｔ 1.2.3.4 ・・・ 少年の日に体験した恐怖の正体は。二
十七年後、故郷の町でＩＴ（それ）と対決する七人。
スタンフォード式最高の睡眠 ・・・ 「世界最高」の呼び声
高いスタンフォードの睡眠研究。そのトップを務める世界的権
威が明かす、「究極の疲労回復」と「最強の覚醒」をもたらす
超一流の眠り方。科学的エビデンスに基づいた、睡眠本の超決
定版。
大家さんと僕 ・・・ 一風変わった大家さんとの“二人暮ら
し”の日々は、ほっこり度１００％！ １階には大家のおばあ
さん、２階にはトホホな芸人の僕。挨拶は「ごきげんよう」、
好きなタイプはマッカーサー元帥（渋い！）、牛丼もハンバーガーも食べた
ことがなく、僕を俳優と勘違いしている……。一緒に旅行するほど仲良くな
った大家さんとの“二人暮らし”がずっと続けばいい、そう思っていた―
―。泣き笑い、奇跡の実話漫画。
病気の９割は歩くだけで治る！簡単、無料で医者いらず ・・・ 現代病の
大半は、歩かないことが原因だった。医者に払う金があるなら、靴に使え！歩くと寿命
が延びるのはなぜ？歩行は、脳を変えて、人生を変える！

この他に、パソコン関係の書籍も購入しましたので、興味のある人は図書館に見に来
てください。
小論文の書き方の本も何冊か入っています。進学で必要な２年生の生徒は手に取って
ください。

