
深野中学校図書室

図書室担当　赤塚

　私たちは読書によって、世界中はもとより、過去にも未来にも行くことが出来ます。

　現地で直接見聞きすることと、文字や写真から得られる情報とは大きな差があるとは思いますが、

どこでも簡単に、その世界の入り口に立つことが出来ます。様々な人の考えを知ることが出来ます。

　3学期も、図書室をもっともっと利用してください。

　冬休み中に借りていた本の返却期限は１月１０日・１１日です。

　未返却の人は速やかに返却してください。

年度初めすでに所蔵していた本もあれば、本年度途中に購入した本もあります。

原則１冊所蔵ですが、複数冊所蔵している本もあります

長く延滞する人がいて、借りたくても借りられない人がいました。

２０１２年がスタートしました、
　　　　　今年もよろしくお願いします。

速やかに返却してください

”探しています”

１月１１日から

貸出は3冊以内です

この４冊は、所在不明になっています。どこかで見かけたら連絡してください。

「ああ、あすかなんて、本当に生まなきゃよかったなあ」 できの悪い娘あすかに容赦ない言
葉を浴びせる母静代。愛に餓え、愛を求めて彷徨う母娘の再生の物語。

ハッピーバースデー　 青木　和雄
金の星社

 913 ｱ 

グリップの持ち方、オーバーヘッドストロークの打ち分け方、ヘアピンなど応用技のスキル
UP法、賢いサーブの出し方、レシーブがうまくなるコツ、ゲーム作りのための練習法など
を、写真や図でわかりやすく解説する。

ぐんぐんうまくなる！バドミントン　
名倉　康弘

ベースボール・マガジン社

 783 ﾅ

光の担任・青木先生が結婚。そして転校する。加えて校長先生の突然の不幸に学校中が
大揺れ。新担任にはベテラン教師がついたが…!?

光とともに…　４

バドミントンの基本から、試合での戦術、普段のドリル、トレーニングまでを、豊富な連続写
真とイラストでわかりやすく解説。実践に活きる技術が満載! ラリーポイントを勝ち抜こう!

確実に上達するバドミントン　
喜多　努

実業之日本社
ＬＥＶＥＬ　ＵＰ　ＢＯＯＫ 783 ｷ

 726 ﾄ 

他者とのコミュニケーションがとりにくい自閉症児の困難な育児を描いて、圧倒的な反響を
呼んだ感動作品。自閉症に対する誤解や偏見を解きたいという著者の思いから生まれ
た、自閉症児を抱えた子育て奮闘記。

光とともに…　３

ハート、四つ葉のクローバー、ソフトクリーム、富士山、かざぐるま、宇宙人…。トイレット
ペーパーを使ったおりがみの折り方をイラストで紹介。難易度とそれぞれの「紙言葉」も掲
載。

トイレットペーパーおりがみ　
東大折紙サークル「Ｏｒｉｓｔ」

講談社
トイレではじまる新しいコミュニケーション 754 ﾄ 

戸部　けいこ
秋田書店

 726 ﾄ 
戸部　けいこ

秋田書店

集英社
『週刊少年ジャンプ』４０周年記念出版

コンドウアキ
主婦と生活社リラックマ生活

だらだらまいにちのススメ　

生徒・保護者の皆様へ

シクラメン

ニッポンの嵐　
 

嵐
Ｍ．Ｃｏ．
291 ﾆ

生徒の貸出延数　２１５７冊　(２学期末まで)　のうちで、
貸出利用が５回以上だった７１冊のリストです。

数々の幸福な出会い、そこに暮らす人々との対話。ここからニッポンの明日が見えてくる-
。2010年春、嵐のメンバーがそれぞれの興味をもとに、日本全国を訪ねた旅を収録。

１月号

順位付けはしていません。分類番号順に並べています。

理
由

空想科学読本　１

空想科学読本１０ おーい！竜馬３

柳田　理科雄
メディアファクトリー

おーい！竜馬14１２の怖い昔話

ダラダラしてばかりなのに、なぜか憎めない着ぐるみのクマ「リラックマ」のメッセージキャラ
ブック。どのページにも、心の肩コリがほぐれるメッセージが。好きなところから読んで、疲
れた心をリフレッシュしてください。

特撮映画やアニメの世界では「常識」となっている、変身、巨大化、超音速飛行、光線、バ
リア…。これらは、科学的にどこまで正しいのだろう? 夢の世界の出来事を科学で計るとい
うタブーに挑戦。驚嘆と爆笑と感動の書!

あのわくわくするキャラクターたち、息をのむ描写、心に刺さるセリフなどが生み出される
背景には、どれほどの苦労があるのか。『週刊少年ジャンプ』を中心に活躍してきた漫画
家たちが、その技術や創意工夫を語り尽くす。

726　ｺ

 404 ﾔ 

726 ｶ 

マンガ脳の鍛えかた　 門倉　紫麻

図書室だより



野ブタ。をプロデュース　 白岩　玄 舞台は教室。プロデューサーは俺。いじめられっ子転校生(キモチ悪いほどおどおどしたデ
ブ)を人気者にすべく、俺はプロデューサーを買って出た! 『文芸』掲載を単行本化。第41回
文芸賞受賞作。

河出書房新社
913 ｼ 

一瞬の風になれ　２ 佐藤　多佳子
少しずつ陸上経験値を上げる新二と連。才能の残酷さ、勝負の厳しさに出会いながらも強
烈に感じる、走ることの楽しさ。意味なんかない。でも走ることが、単純に、尊いのだ。講談社

 913 ｻ 

一瞬の風になれ　１ 佐藤　多佳子
春野台高校陸上部。とくに強豪でもないこの部に入部した2人のスプリンター。ひたすらに
走る、そのことが次第に2人を変え、そして、部を変える――。とびきりの陸上青春小説。講談社

イチニツイテ 913 ｻ 

マカロン白書　 ｓａｎａｅ デブで貧乏な少女ちありと、裕福な家庭の真矢・華・朱夏の仲よし4人組が卒業後再会し
た。過去にある青年をめぐった思惑が表面化し、4人のバランスが、ばらばらと崩れはじめ
る…。

大日本図書
 913 ｻ 

遠恋　 Ｓａｏｒｉ・ナナセ 遠距離の不安から自分のことが手につかない綾菜、結婚直前になって昔のカレの思い出
に囚われはじめる香澄…。遠距離恋愛中のカップルをテーマにした曲を元に、2人のケー
タイ作家が書き下ろしたラブストーリー集。

アスキー・メディアワークス

 913 ｻ

ＫＡＧＥＲＯＵ　 斎藤　智裕 職を失い、ビルの屋上から身を投げようとしたヤスオは、黒尽くめの服を着た不気味な男
に引き止められる。男はヤスオの臓器を高額で購入すると言い…。「命とは、人間の価値
とは何か」という深遠なテーマに鋭く切り込む意欲作。

ポプラ社
 913 ｻ 

全ての歌を夢見る子供たち　
細音　啓 もう一度キミの隣に行きたい、この気持ちは本当。だから―迷わない。黎色の、限りなく孤

独な世界に意識を捕われたまま、クルーエルは言い放つ。「わたしは、ネイトを信じてる」し
かし、彼女を捕える空白名詠の真精・アマリリスは、執拗に言葉を重ねる。『あの子は、あ
なたに相応しくない。それに―何をもって、彼の“信じる”という約束を信じるの?』

富士見ファンタジア文庫

黄昏色の詠使い〈5〉 B 913 ｻ

踊る世界、イヴの調律　 細音　啓 「あなたを待っていた」クルーエルの面影を宿した緋色の少女は、寂しげな瞳でカインツに
告げた。「あなたは、予定運命から外れた存在。―その始まりは、いつだったと思う?」静か
に、世界は変わりつつあった。灰色名詠の真精の襲撃後、体調を崩しがちになるクルーエ
ル。彼女のそばに、何かの気配を感じるネイト。

富士見ファンタジア文庫

黄昏色の詠使い〈4〉 B 913 ｻ

アマデウスの詩、謳え敗者の王　
細音　啓 “大丈夫。一緒にいてあげるよ”クルーエルさんの言葉は、本当だった。一緒にいて僕を孤

独から、危険なことから守ってくれた。僕はただ、与えられた優しさを受け取るだけ。だから
今、彼女が僕の助けを必要としてくれるなら。全力で応えるために、夜色の詠を詠う。

富士見ファンタジア文庫

黄昏色の詠使い〈3〉 B 913 ｻ

奏でる少女の道行きは　 細音　啓 自分の進むべき道。それを探す召喚ファンタジー！夏の移動教室へきたクルーエルとネイ
トたち。クルーエルは、ウキウキする反面、自分が使う召喚術・名詠式への悩みを抱えて
複雑な気持ちだった。そんな中、移動教室の近くの研究所で人が石化する事件が起きて
……!?

富士見ファンタジア文庫

黄昏色の詠使い〈2〉 B 913 ｻ

イヴは夜明けに微笑んで　
細音　啓 誰かのもとへ還りたい－－切ない願いが紡ぐ、詠うファンタジー！物体の名前を詠うことで

呼び寄せる召喚術・名詠式。その専門学校に通うクルーエルは、異端の夜色名詠を専門
にしている転校生・ネイトに興味を抱いていた。同じ頃、学校に伝説の名詠士・カインツが
現れて－－!?

富士見ファンタジア文庫

黄昏色の詠使い B 913 ｻ

死ねばいいのに　 京極　夏彦
無礼な男が、死んだ女のことを私に尋ねる。私は彼女の何を知っていたのだろう。暴かれ
る?、晒け出される業、浮かび上がる?き出しの真実。人は何のために生きるのか…。『講談社

 913 ｷ 

東のエデン　 神山　健治 この国の“空気”に戦いを挑んだひとりの男の子と、彼を見守った女の子のたった11日間
の物語。アニメ「東のエデン」の原作・脚本・監督を務めた著者が、オリジナルのエピソード
を加えて小説化。

メディアファクトリー
 913 ｶ 

B 913 ｲ 

岩崎　夏海 野球部のマネージャーのみなみは、偶然ドラッカーの経営書「マネジメント」に出会う。はじ
めは難しさにとまどうが、野球部を強くするのにドラッカーが役立つことに気づき…。ドラッ
カーの教えをもとに甲子園を目指す青春物語。

ダイヤモンド社

犬と私の１０の約束　 川口　晴 あかりが12歳の時、子犬のソックスがやってきた。亡くなった母はその子犬を見て「犬を飼
う時には、犬と10の約束をして」と言った。はたして、あかりは約束を守れるのか…。犬と人
の触れ合いを描いた感動作。

文芸春秋
 913 ｶ 

913 ｲ 

 913 ｱ 

もし高校野球の女子マネージャーがド
ラッカーの『マネジメント』を読んだら

公序良俗を乱し人権を侵害する表現を取り締まる法律として「メディア良化法」が成立・施
行された現代。超法規的検閲に対抗するため、立てよ図書館! 狩られる本を、明日を守れ!
正義の味方、図書館を駆ける!

小説鋼の錬金術師　 荒川　弘 原作 「賢者の石」の手がかりを探して、かつて金鉱で栄えた町・ゼノタイムを訪れたエドワードた
ち。だが、町には既に「エルリック兄弟」と名乗る者たちがおり、とある研究に携わっている
ようなのだが…。

エニックス
砂礫の大地

図書館戦争　 有川　浩

幻冬舎
 913 ｱ 

メディアワークス

913 ｱ 

有川　浩
角川書店

 

男の子に美少女が落ちてくるなら女の子にもイケメンが落ちてきて何が悪い！ある日道端
に落ちていた好みの男子。「樹木の樹って書いてイツキと読むんだ」。野に育つ草花に託し
て語られる、最新にして最強の恋愛小説!

フリーター、家を買う。　
有川　浩 やり甲斐とか、本当にやりたい仕事とか、言ってる場合じゃないし! 崩壊しかかった家族の

再生と、「カッコ悪すぎな俺」の成長を描く、勇気と希望の結晶の物語。webサイト『日経ネッ
ト丸の内office』連載を単行本化。

植物図鑑　

書　　名 著者名
出版社

副題など ＮＤＣ

本の図書館内住所です



春休みのある日、NEET探偵事務所に駆け込んできた依頼主は、テンションの高い女の子
だった。失踪した彼女の父親が残したバッグに入っていたのは、二億円もの大金。彼女の
依頼は、「お父さんを、助けて」

メディアワークス
B 913 ｽ 

一児の母、ジャズ喫茶のバンドマン、甘えん坊の美少女、辛口の秀才、そして、彼女が絶
えないアイツ…。秘めた想いは、いったいどこへ行くのだろう-。高校生の「今」を鮮やかに
描く、フレッシュで切ない青春ストーリー。

神様のメモ帳　２ 杉井　光

トーキョー・クロスロード　 浜野　京子
ポプラ社

 913 ﾊ 

文芸部に入ることだけを楽しみに、虹北学園に入学したマイン。だが、部が廃部になって
いることを知り、文芸部復活のために奔走するが…。一生懸命に夢に向かうことの素晴ら
しさを描いた熱血文芸部物語。

復活！！虹北学園文芸部　
はやみね　かおる

講談社
 913 ﾊ 

街の裏路地で、あやしい老婆から「死を招く指輪」をもらってしまったフウカ。フウカの力を
狙う者が、近づいてきている!? 魔法の国を舞台に、らくだい魔女フウカが活躍する冒険ス
トーリー。

らくだい魔女と冥界のゆびわ　
成田　サトコ

ポプラ社
 913 ﾅ 

芸術祭で闇の魔女役として劇に出ることになったフウカ。美術室で練習していたら、「人く
い絵」に吸い込まれちゃって…。魔法の国を舞台に、らくだい魔女フウカが活躍する冒険ス
トーリー。

らくだい魔女と放課後の森　
成田　サトコ

ポプラ社
らくだい魔女シリーズ 913 ﾅ 

水の国の姫ビアンカを救うため、「終末の砦」に向かったフウカたち。途中でチトセが記憶
喪失になり、フウカのことだけ忘れてしまい…。魔法の国を舞台に、らくだい魔女フウカが
活躍する冒険ストーリー。

らくだい魔女とさいごの砦　
成田　サトコ

ポプラ社
らくだい魔女シリーズ 913 ﾅ 

水の国の姫ビアンカが魔界の虫使いに連れ去られた! フウカたちはビアンカを救うため、
「青き涙」という宝石を探しにいくが…。魔法の国を舞台に、らくだい魔女フウカが活躍する
冒険ストーリー。

らくだい魔女と迷宮の宝石　
成田　サトコ

ポプラ社
らくだい魔女シリーズ 913 ﾅ 

フウカの学校に、美少女転校生ビアンカがやってきた。青の城の王子チトセとも知り合い
で、何か秘密があるみたい…。魔法の国を舞台に、らくだい魔女フウカが活躍する冒険ス
トーリー。

らくだい魔女と水の国の王女（プリンセス）　
成田　サトコ

ポプラ社
らくだい魔女シリーズ 913 ﾅ 

失われた聖剣を取り戻すため、ゆうれい島に向かったフウカたち。そこで、伝説の悪魔と
対決することに! 魔法の国を舞台に、らくだい魔女フウカが活躍する冒険ストーリー。

らくだい魔女とゆうれい島　
成田　サトコ

ポプラ社
らくだい魔女シリーズ 913 ﾅ 

黒の城の王子キースに誘われて、夢の国にパーティに行くことになったフウカ。ドキドキし
て出かけたら、なぜか指名手配されちゃって…。魔法の国を舞台に、らくだい魔女フウカが
活躍する冒険ストーリー。

らくだい魔女のドキドキおかしパーティ　
成田　サトコ

ポプラ社
らくだい魔女シリーズ 913 ﾅ 

フウカの幼なじみの青の城の王子チトセの魔力が消えてしまった! どうやら2人が小さい頃
に出会った事件が関係しているようで…。魔法の国を舞台に、らくだい魔女フウカが活躍
する冒険ストーリー。

らくだい魔女と王子（プリンス）の誓い　
成田　サトコ

ポプラ社
らくだい魔女シリーズ 913 ﾅ 

闇の魔女からの招待状で、遊園地にやってきたフウカ。でも怖い罠がたくさん仕掛けられ
ていて…。魔法の国を舞台に、らくだい魔女フウカが活躍する冒険ストーリー。

らくだい魔女と闇の魔女　 成田　サトコ
ポプラ社

らくだい魔女シリーズ 913 ﾅ 

銀の城のお姫さまで現役魔女フウカは、あわてんぼうでドジばかり。親友のカリンと幼なじ
みのチトセを巻き込んで、オオカミの森で大ピンチ! 魔法の国を舞台に、らくだい魔女フウカ
が活躍する冒険ストーリー。

らくだい魔女はプリンセス　
成田　サトコ

ポプラ社
らくだい魔女シリーズ 913 ﾅ 

新年度、本庄病院の内科病棟に、一止の大学の同窓である進藤が着任してきた。だが、
進藤の医師としての行動は、かつての姿からは想像もできないもので…。地方病院を舞台
に個性豊かな登場人物たちが織りなす、いのちの物語。

神様のカルテ　２ 夏川　草介
小学館

 913 ﾅ 

栗原一止は信州の病院に勤務する内科医。一般診療から救急医療までをこなす地域医
療の現実は厳しい。それでも仕事を続けるのは…。地方病院を舞台に個性豊かな登場人
物たちが織りなす、いのちの物語。

神様のカルテ　 夏川　草介
小学館

 913 ﾅ 

四つ葉のクローバーを探して、隠して、もう一度見つけて…。中学校の図書室は、恋と秘
密が生まれる場所。中学1年生の初々しい初恋と友情のたどたどしさを描く。

クローバー　 中西　翠
講談社

 913 ﾅ 

「あー、もう、つまんない! 宇宙人も事件もない日常なんて!」 そんな不機嫌な美少女・涼宮
ハルヒとの出会いのせいで、俺の平和な日常が超常に-! ビミョーに非日常系学園ストー
リー。

涼宮ハルヒの憂鬱　 谷川　流
角川書店

 B 913 ﾀ 

ニート探偵アリスとその助手である僕は、深刻な事件の合間にもばかばかしくてつまらな
い、けれど忘れられない揉め事にいくつも巻き込まれている。今回はそんな僕らの事件簿
からいくつかをご紹介しよう 。

神様のメモ帳　５ 杉井　光
アスキー・メディアワークス

B 913 ｽ 

あの男が戻ってきた──四代目率いる不良少年チーム・平坂組の、もう一人の創設者、平
坂。折しも四代目は音楽イベントの運営に乗り出し、ナルミもその手伝いに駆り出される。
しかし平坂の指示で動く不良たちが妨害工作をしかけ、平坂組との全面対決に突入する。

神様のメモ帳　４ 杉井　光
アスキー・メディアワークス

B 913 ｽ 

冬の事件の後遺症で、記憶を失った彩夏が戻ってきた。ぎこちない関係のまま、ナルミは
彼女と園芸部の活動を再開するが、ある日生徒会長に呼びだされ、こう告げられる。「園
芸部は廃部にするから」

神様のメモ帳　３ 杉井　光
アスキー・メディアワークス

B 913 ｽ 

神様のメモ帳　 杉井　光 路地裏に吹き溜まるニートたちを統べる美少女・アリスは、ニート探偵。高校1年生の僕・
藤島ナルミと同級生の篠崎彩夏を巻き込んだ怪事件―― 都市を蝕む凶悪ドラッグ “エン
ジェル・フィックス” の謎を、自室にひきこもったアリスが暴いていき……。

メディアワークス
B 913 ｽ 



「兄貴、あいつは本気だよ。俺たちの仇の息子に惚れてるよ」 惨殺された両親の仇討ちを
流星に誓いあった功一、泰輔、静奈の3兄妹。14年後、彼らが仕掛けた復讐計画の最大の
誤算は、妹・静奈の恋心だった。

講談社
 913 ﾋ 

初恋に秘められた謎を追え! 吹奏楽部の甲子園「普門館」を目指す弱小吹奏楽部で繰り広
げられるチカとハルタの名推理。「退出ゲーム」の続編にして青春ミステリの決定版! 表題
作ほか全4話を収録。

偕成社

流星の絆　 東野　圭吾

初恋ソムリエ　 初野　晴
角川書店

 913 ﾊ 

あたしはだれ? 記憶をなくした少女が、小さな町ですごしたふしぎな30日間。絵本「エミ
リー・ザ・ストレンジ」の人気キャラクター・エミリーが登場する、しかけとなぞにあふれたと
びきりユニークな世界!

コナン＝ドイル

エミリーの記憶喪失ワンダーランド　
ロブ・リーガー

理論社
 933 ﾘ 

緋色の研究 933 ﾄﾞ

吸血鬼が集う「夜間部」と、普通の人間が集まる「普通科」。吸血鬼と人間が平和に共存す
ることを目的とした学校が舞台のお話。ノベル、オリジナルストーリです。

ヴァンパイア騎士　憂氷の罪　
樋野まつり　藤咲あゆな

白泉社
 B 913 ﾋ

ロンドン警視庁もお手上げの謎の死体から、ひとりの男の愛と憎しみの人生が明らかにな
る! シャーロック・ホームズとワトソンの名コンビが誕生した記念碑的作品。

シャーロック＝ホームズ全集　１

「奇怪なサーカス」で、バンパイアのクレプスリーと取引をして、半分だけバンパイアになっ
てしまったダレン少年。血を飲まなくては生きていけないが、そんなことはしたくない。悩む
ダレンと新しい親友たちとの関係は…?

ダレン・シャン　２ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ
小学館

若きバンパイア 933 ｼ 

ダレン・シャン少年は、奇怪なサーカスのチケットを偶然手に入れた。そのサーカスを見に
いった夜から、彼は数奇な運命を背負ってしまう。親友の命を救うために、彼が正体不明
のバンパイアと取引した事とは…。

ダレン・シャン　 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ
小学館

奇怪なサーカス 933 ｼ 

君と好きな人が100年続きますように-。愛され続けている一青窈のヒットソング「ハナミズ
キ」から生まれた、ピュア・ラブストーリー。

ハナミズキ　 吉田　紀子
汐文社

ジュニア版　君と好きな人が百年続きますように 913 ﾖ 

時は平安、13歳の昌浩は大陰陽師・安倍晴明の末の孫。素質はすばらしいはずなのにま
だまだ半人前で、よき相棒の物の怪にからかわれながら、修行にはげむ毎日。そんなと
き、内裏が炎上するという騒ぎが起き…。

少年陰陽師　 結城　光流
角川書店

異邦の影を探しだせ B 913 ﾕ 

優君、知ってる? この夜空に散らばってる星は、全部誰かの願いなんだ。私の願いも、い
つか流れ星となって夜空を流れるといいな…。涙がつきはてるまで人を愛せますか? 高2
の現役女子高生が描く長編純愛ストーリー。

この涙が枯れるまで　 ゆき
スターツ出版

 913 ﾕ 

心臓の重い病気で「20歳まで生きられない」逞と彼を一途に愛し続ける繭の純愛を描く。
2009年10月公開の映画「僕の初恋をキミに捧ぐ」のノベライズ。原作者・青木琴美の書き
下ろしイラストエッセイも収録。

僕の初恋をキミに捧ぐ　 青木　琴美
小学館

 B 913 ﾓ 

「おめでとうございます、抽選にあたりました!」 天使にこう言われ、一度死んだ「ぼく」は、
人生に再挑戦するチャンスを得る。だが体を間借りする中学生真の生活は、悩みと苦労
の連続で…。

カラフル　 森　絵都
理論社

単行本とフォア文庫の２冊有ります 913 ﾓ 

やんちゃで好奇心旺盛な晄は、腹黒の兄と男嫌いの姉に溺愛されながら黄河のほとりに
暮らす庶民の少年だ。ある日、領主の楓牙とその付き人累焔と偶然出逢った晄は、二人と
ともに古の妖・化蛇を探しはじめるが…!?

東方妖遊記　 村田　栞
角川書店

少年王と第一の盟約 B 913 ﾑ 

「愛美は事故で死んだのではありません。このクラスの生徒に殺されたのです」 わが子を
亡くした女性教師が、終業式のHRで犯人である2人の少年を自ら裁いた-。様々な立場の
人物が語る言葉が、事件の真相を解き明かす。

告白　 湊　かなえ
双葉社

単行本と文庫の２冊あります 913 ﾐ 

高校2年生の陽菜子は、ささいな事から親友に嫌がらせをうけるように。それはやがてクラ
スを巻き込んでのいじめに発展していった。1学期の終業式の日、陽菜子は別の高校に通
う晴という少年と出会い…。

いちご水　 美嘉
アスキー・メディアワークス

 913 ﾐ 

5月末日の木曜日午後4時、大阪が全停止した。長く閉ざされた扉を開ける「鍵」となったの
は、女子になりたい中学生・大輔と彼を守ってきた幼馴染の茶子。そして、東京から来た会
計検査院の3人の調査官だった…。

プリンセス・トヨトミ　 万城目　学
文芸春秋

 913 ﾏ 

ドンドルマに戻り二年が経ったある日。ライガとケレスの前にロックラックで別れたトルチェ
が現れる。彼女によって偶然フラヒヤ山脈の異変を知った彼らは、三人でポッケ村を訪ね
ることに。小さな村で受ける歓迎に俄然張り切るライガ。だがケレスは村全体に漂う緊張
感に既視感を覚えていた。

モンスターハンター　２ 氷上　慧一
エンターブレイン

 B 913 ﾋ 

天才数学者でありながらさえない高校教師に甘んじる石神は、愛した女を守るため完全犯
罪を目論む…。数学だけが生きがいだった男の純愛ミステリー。

容疑者Ｘの献身　 東野　圭吾
文芸春秋

 913 ﾋ 

16歳の少女の部屋に男が侵入した。「君が生まれる前から、僕たちが結ばれることは決
まっていた」 それは、男が小学校4年の時に書いた作文だ。タイトルは「僕の夢」…。17年
前の夢は、果たして妄想なのか?

予知夢　 東野　圭吾
文芸春秋

 913 ﾋ 

913 ﾋ 

つねに悪のふきだまりを生きてきた男と、理知的な顔だちで男たちを惹きつけ、関わった
人間を不幸にしてしまう女…。幼くして冥い運命の扉を叩いた男と女の軌跡を、18年前の
質屋殺しを執拗に追う老刑事の執念に絡めて描く。

白夜行　 東野　圭吾
集英社

 913 ﾋ 

江戸の匂いも残る日本橋の一角で発見された、ひとり暮らしの40代女性の絞殺死体。彼
女に何が起きていたのか。着任したばかりの刑事・加賀恭一郎は、謎を解き明かすため、
未知の土地を歩き回る。

新参者　 東野　圭吾
講談社

 


