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君の膵臓を食べたい
住野よる
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ストロベリーナイト
誉田哲也
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ソウルケイジ
誉田哲也

シンメトリー
誉田哲也

ある日、高校生の僕は病院で

溜め池近くの植え込みから、 多摩川土手に放置された車

百人を超える死者を出した

良が綴った、秘密の日記帳を

警視庁捜査一課の警部補・姫

見された!死体なき殺人事件

ったが、危険運転致死傷罪は

の余命が膵臓の病気により、 事件で終わらないことに気

体 は ど こ に ?な ぜ 手 首 だ け

クラスメイトである山内桜
見てしまう。そこには、彼女

もういくばくもないと書か
れていて―。

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。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!

男の惨殺死体が発見された。 両から、血塗れの左手首が発
川玲子は、これが単独の殺人

づく。謎の言葉「ストロベリー
ナイト」が意味するものは?

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 20 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
署の刑事・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――。

として捜査が開始された。遺
が残されていたのか?
シリーズ第二弾。

インデックス
誉田哲也

裏社会の人間が次々と惨殺
された「ブルーマーダー事
件」。その渦中で暴力団組
長・皆藤が行方不明になって

いた。組長の妻は、彼も巻き
込まれたのではというのだ

が。ほか、姫川玲子が様々な
貌を見せる全 8 編！

列車事故。原因は飲酒運転だ

まだなく、男の刑期はたった

の五年。目の前で死んでいっ
た女子高生、失った自分の右
腕。元駅員は復讐を心に誓う
が…。ほか、七編を収録。

まんがで人生が変わる！
武士道
新渡戸稲造

100 年以上も世界で読み継

がれてきた名著『武士道』が、
オリジナルまんがとわかり
やすい図、たっぷりの解説付
で登場！本書を、楽しく読み

進めるうちに私たちの祖先
が蓄えてきた人生の宝とな
る教訓が学べます。

Wonder

ここで土になる

大村智ものがたり

白いイルカの浜辺

生まれつき顔に障害がある

食物も着る物もすべて村に

微生物の中から 2 億人を救

野生のイルカの調査中に、行

めて学校に通うことになっ

ていっても、おじいさんとお

ノーベル生物学・医学賞を受

は、母さんがいつか帰ってく

描いた本。子どもから大人ま

がをしたイルカの子どもを

R.J. パラシオ
オーガストは、10歳ではじ
た。生徒たちはオーガストを
見て悲鳴をあげ、じろじろな
がめ、やがて……。感動のベ
ストセラー。

大西暢夫

あった。村人が全員ひっこし
ばあさんは畑を耕し、次の世
代のためにと、畑の石をひろ

い続けている。その姿を、大
銀杏の中でなくなったとい

うお坊さん「安心」になぞら
え描く。

生きる

劉連仁の物語

森越智子

ハーレムの闘う本屋
ルイス・ミショーの生涯

ヴォーンダ・ミショー・ネルソン

馬場錬成

ジル・ルイス

う発見をした化学者である、 方不明になった母さん。カラ
賞した大村智先生の半生を

で幅広い世代の心に響く感
動のストーリー!大村智先生

からのメッセージを特別収
録。

隠蔽捜査
今野

敏

ると信じていた。ある日、け
助けたことをきっかけに、や

がて、「海を守りたい」とい
う思いへと広がっていく。

まちがったって
いいじゃないか
森 毅

ニューヨークのハーレムに

連続殺人事件のマスコミ対

人間、ドジだってかまわな

を扱う書店、通称「ミショー

房総務課長竜崎は、衝撃の真

を恐れず、お互いに迷惑をか

主、ルイス・ミショーに光を

層部、上からの命令に苦慮す

で行こう。―少年の頃を振り

すための孤独な闘いの物語。 ベル。本は人を変える力をも

の威信を守ることができる

間の複雑さ、面白さを伝え

受賞の新・警察小説。

人生論。

1944 年 9 月、日本軍によ

り中国から連れ去られた劉
連仁。苛酷な炭鉱労働から逃

亡し北海道の山中で一人、
13 年間生き抜いた。奪われ

た人としての尊厳をとり戻

ある、黒人に関する本ばかり

策に追われる警察庁長官官

い。ニブイのも才能だ。誤り

の店」。本書は、この店の店

相に気づいた。保身に走る上

けあいながら、ジグザグ進ん

あてたドキュメンタリー・ノ

る現場指揮官--竜崎は、組織

返りながら、若い読者に、人

っていることを教えてくれ

のか？吉川英治文学新人賞

て、肩の力を抜かせてくれる

る。

ダレン・シャン 1
ー奇怪なサーカスー
ダレン・シャン

友人の命を救うために、バン

パイアになってしまうダレ
ン少年の物語。数奇な運命を

たどっていく主人公の冒険

や不思議な世界が、予想もで
きぬ展開で繰りひろげられ
ていく英国のミステリー小
説。累計 430 万部を超えた
ファンタジー。

はてしない物語

上

ミヒャエル・エンデ

はてしない物語

下

真夏の死

ミヒャエル・エンデ

三島由紀夫

バスチアンはあかがね色の

不思議な本の世界に入り込

著者自選による第二短編集。

のファンタージエン国を救

チアンが、ファンタージエン

水死事故を下敷きに、苛酷な

本を読んでいた滅亡寸前

えるのは人間界の子どもだ
け。その子はあかがね色の本

を読んでいる 10 歳の少年
ぼくのことだ！叫んだとた

んバスチアンは本の中にす
いこまれ…

んだ、いじめられっ子のバス

国の滅亡と再生を体験する
ファンタジー小説の下巻。こ

の本は『モモ』『鏡のなかの

鏡』とならぶエンデの代表作
として名高い作品。

伊豆今井浜で実際に起った
宿命とそれを克服した後に

やってくる虚しさの意味を

作品化した『真夏の死』等、
短編小説の方法論と技術的
実験に充ちた 11 編を著者

自身の解説を付して収める。

雲の王

動物翻訳家

その日東京駅五時二十五分発
西川美和

朝井リョウ

気象台に勤務する美晴は、息

飼育員は動物達の行動を理

終戦の日の朝、19 歳のぼく

怪我をきっかけに柔道部を

日、自分たちが天気を「よむ」 る。これは飼育員による大胆

う。通信兵としての任務は戦

同時期に部をやめた幼なじ

川端裕人
子の楓大と二人暮し。ある

片野ゆか

解し、“心の声”に耳を傾け

能力を持つ一族の末裔であ

にして緻密な翻訳作業！動

象エンタメ小説、ここに開

がここにある！渾身の動物

ることを知る。かつてない気
幕!

物 の 幸 せ っ て な に ?の 答 え
園ノンフィクション！！

は東京から故郷・広島へ向か
場の過酷さからは程遠く、故

チア男子

退部した大学 1 年生の晴希。
みの一馬と大学チア初の男

郷の悲劇からも断絶され…。 子チームを結成する。集まっ
淡々と、だがありありと「あ

てきたのは個性的すぎるメ

著者が挑んだ入魂の物語。

感動ストーリー。

の戦争」が蘇る。広島出身の

ンバーで…。笑いと汗と涙の

