
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『神のダイスを見上げて』 光文社 

知念実希人／著 
地球に向けて、巨大小惑星 
ダイスが接近中。人類は、 
あと 5 日で終わりを迎え 
る。そんな中、高校生の 
漆原亮の姉、圭子が殺され 
た。復讐を決意した亮は、 
犯人を追う。姉の死の真相 
と、亮が終末に目にする光 
景とは？青春と絶望のカ 
ウントダウン・ミステリー 

『さよならの言い方なんて 

知らない』 河野 裕/著  新潮社 
あなたは架見崎の住民 
になる権利を得ました 
―。高校二年生の香屋 
歩の元に届いた奇妙な 
手紙。そこには初めて 
聞く街の名前が書かれ 
ていた。戦争。領土。 
能力者。死と涙と隣り 
合わせの青春を描く 

 

『迷子の龍は夜明けを待ちわびる』 

岸本 惟/著  新潮社 
余命わずかな老人の 
ために、天空語で書か 
れた日記を読んでや 
ってほしい。天空族の 
セイジはその依頼を 
受ける。過去を打ち明 
けないまま消えよう 
とする龍と、さまよう 
少年の亡霊を救うた 
めに、セイジはある決 
意をする。 

『透明な螺旋』東野圭吾/著文藝春秋 

今、明かされる「ガリレオの 
真実」。 房総沖で男性の銃殺 
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 
名が浮上した。「愛する人を 
守ることは罪なのか」ガリレ 
オシリーズ最大の秘密が明 
かされる。 

『硝子の塔の殺人』実業之日本社 

知念実希人／著 

地上１１階、地下１階、 
美しく巨大な硝子の 
塔。ミステリを愛する 
大富豪の呼びかけで、 
刑事、霊能力者、小説 
家、料理人などが招か 
れた。この館で次々と 
惨劇が起こる。 

『ぼくはイエローでホワイトで 

ちょっとブルー２』 
フレイディみかこ/著 

新潮社 
変わりゆく時代の中で、 

大切なことは何か。 

１３歳になった「ぼく」の

日常は、私たちに問いかけ

る。８０万人が読んだ成長

物語、完結。 
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読書の季節です。 そよ風のように本を読もう！ 
本を借りて１冊読んだら １個スタンプ！  

いろんな本と出合おう。 
    ビンゴに挑戦しよう！ 

図書館の本は「日本十進分類法」に基づいて、 
３ケタの分類番号（000全般・100哲学・200歴史・300社会科学・400自然科学・ 

500技術・600産業 700芸術・800言語・900文学）で並んでいます。 

いろんな分野の本を読んでみよう！ 

あなたが借りた本の分類番号のマス目にスタンプを押します。 

 縦・横・斜め 1 列そろえたら ビ ン ゴ！  

しおり・ブックカバーなどの素敵な景品がもらえるヨ  

    

読書 

↑ オリジナルブックカバー（テーマ：読書は旅！冒険! 「読書をすれば どこにでも行ける 誰にでもなれる」） 

オリジナルしおり 
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『わが名はオズヌ』 今野敏/著 

小学館 
千年の時空を超えて現 

代に降臨！？ 神奈川 
県警少年捜査課の私服 
警察官・高尾の捜査に協 

力する謎の高校生、 
「オズヌ」とはいったい 

何者なのか――。 

『いのちの停車場』南 杏子/著 
幻冬舎 

62 歳の医師・咲和子は、 

故郷の金沢に戻り「まほ 

ろば診療所」で訪問診療 

医になる。命を送る現場 

は戸惑う事ばかりだが、 

様々な涙や喜びを通して 

在宅医療を学んでいく。 

『ヴァイタル・サイン』南 杏子/著 

                    小学館 
終末期の患者が 

         入院する病棟。死と 
隣り合わせの酷烈 
な職場で、懸命に働 

く３０代女性看護 
師の日々をリアル 
に描いた感動の 

医療小説！ 

『護られなかった者たちへ』宝島社 
中山七里/著 

号泣必至！佐藤健、阿部寛出 

演！映画公開の「社会派ヒュ 

ーマン・ミステリー」 

連続殺人事件の真相は、あま 

りにもせつない。事件の真相 

を追う刑事とともに、現代社 

会の裏側が見えてくる。 

『スイッチ：悪意の実験』講談社 

潮谷 験/著 
アルバイトに参加した 
学生達のスマホには、 
幸せな家族を破滅させ 
るスイッチがインスト 
ールされる。押しても 
押さなくても１００万 
円の報酬が手に入る。 
「誰も推すわけがな
い」と思っていたが・・・。 

『WE HAVE A DREAM』 
２０１か国２０２人
の夢×SDGｓ 

      何かを実現させたい
なら想像力を働かせな
さい。この本は、人類
が想像力を働かせ、不
可能を可能にできると
教えてくれる！ 

      ムハマド・ユヌス 
      （ノーベル平和賞受賞者） 

『本当の「心の強さ」ってなんだろう？』 
齋藤孝／著  誠文堂  
一生を支える折れない 

メンタルのつくり方 
勉強での失敗、友だちづきあ 

い、コンプレックス、将来の 
不安・・学校では教えてくれ 
ない人生の逆境を乗り越え 

る方法！しなやかで折れな
い、再生力があってたくましい「柳のﾒﾝﾀﾙ」を
身につける方法を伝える。 

『友だちってなんだろう？』 
齋藤孝／著 誠文堂  

           ひとりになる勇気 
人とつながる力 
話し方、距離感、いじ

め対策、「個」の磨き方、

ＳＮＳの使い方。一生

使える、無敵の「人間

関係術」友だちづきあ

いを無敵にする３つの

力を身につける方法。 

『君と考える戦争のない未来』 
池上彰／著 理論社 

戦争は人間が始め 

るもの。 ならば、 
人間がやめること 
もできるはず！ 

地球上には、全人類を 

何度も全滅させるだけ 

の核兵器が存在してい 

る。これは誰のための

ものなのでしょうか。 

『こんなにスゴイ！未来の世界』 
増田まもる/監修 

       壮大な未来構想、未来の乗り
物、未来の暮らし、３つのテ
ーマに沿って、ここ数年以内

に実現しそうなものから半
世紀先の巨大プロジェクト
まで、大人も知らない未来世

界を解説。 

『すばらしい人体』山本健人／著 

                    ダイヤモンド社 
外科医が語る驚くべき

人体のしくみ。唾液はどこ

から出ているのか? 目の動

きをコントロールする不思

議な力、おならは何ででき

ているか？人体の面白さ、

医学の奥深さを伝える。 

   『 ドローン空撮で見えてくる 
日本の地理と地形』 

藤田 哲史/著  

実業之日本社 
絶妙な高さのドローン 

空撮でこそよくわかる、 

土地利用や営み、ドボク 

のおもしろさ！ 

『世界のふしぎ断面 

図鑑』 
          時空を 

           超え、ふ

しぎなも

のを 

輪切りに

する！ 

 

人体断面図鑑 

 

 

モノのできかた図鑑 帆船軍艦 ヨーロツパの古城 

 

『幸せを引き寄せる 
月の満ちかけ物語』 

前田まゆみ/文と絵 
夜空に浮かんでいる月を見つけ

たら、幸せな気持ちになれます。 

満ちかけする月に、古来、世界中

の人が思

いを馳せ

てきた。月

の 満 ち か

け に 合 わ

せ て 素 敵

な 絵 が ひ

ろがる。      

『OCEAN LIFE 
図鑑 海の生物』 
スミソニアン協会 

新しい海洋生物の図鑑 

 

 

 

 

 

『アプリケーションエンジニアになるには』 『香川照之の 
昆虫すごいぜ！

図鑑』 
 人間よ、 

昆虫から学べ！ 

『環境専門家になるには』 

『君たちはどう「はたらく」か？』 

『生き物がいるかもしれない星の図鑑』 

『信じられない現実の 
生きもの図鑑』 

ＤＫ社・増田まもる/編 

数字だけではピンとこない 

生きものの真実を、究極まで 

分かりやすくビジュアル化。 
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