熱帯

直木賞候補作

童の神

直木賞候補作

著者名： 森見 登美彦
出版社： 文藝春秋

著者名： 今村翔吾
出版社： 角川春樹事務所

沈黙読書会で見かけた『熱帯』は、なんとも奇妙な
本だった!謎の解明に勤しむ「学団」に、神出鬼没の
古本屋台「暴夜書房」、鍵を握る飴色のカードボッ
クスと、「部屋の中の部屋」…。東京の片隅で始
まった冒険は京都を駆け抜け、満州の夜を潜り、数
多の語り手の魂を乗り継いで、いざ謎の源流へ―!

平安時代「童」と呼ばれる者たちがいた。彼らは
鬼、土蜘蛛、滝夜叉、山姥……などの恐ろしげな名
で呼ばれ、京人から蔑まれていた。一方、安倍晴明
が空前絶後の凶事と断じた日食の最中に、越後で生
まれた桜暁丸は、父と故郷を奪った京人に復讐を
誓っていた。
さまざまな出逢いを経て、桜暁丸は、童たちと共に
朝廷軍に決死の戦いを挑むがーー。皆が手をたずさ
えて生きられる世を熱望し、散っていった者たちへ
の、祈りの詩(うた)。

ベルリンは晴れているか

ニムロッド

直木賞候補作

著者名： 深緑 野分
出版社： 筑摩書房

著者名： 上田 岳弘
出版社： 講談社

総統の自死、戦勝国による侵略、敗戦。何もかもが
傷ついた街で少女と泥棒は何を見るのか。1945年
7月。ナチス・ドイツが戦争に敗れ米ソ英仏の4カ国
統治下におかれたベルリン。ソ連と西側諸国が対立
しつつある状況下で、ドイツ人少女アウグステの恩
人にあたる男が、ソ連領域で米国製の歯磨き粉に含
まれた毒により不審な死を遂げる。米国の兵員食堂
で働くアウグステは疑いの目を向けられつつ、彼の
甥に訃報を伝えるべく旅出つ。しかしなぜか陽気な
泥棒を道連れにする羽目になり―ふたりはそれぞれ
の思惑を胸に、荒廃した街を歩きはじめる。最注目
作家が放つ圧倒的スケールの歴史ミステリー。

それでも君はまだ、人間でい続けることができるの
か。 あらゆるものが情報化する不穏な社会をどう生
きるか。 新時代の仮想通貨小説。
仮想通貨をネット空間で「採掘」する僕・中本哲
史。
中絶と離婚のトラウマを抱えた外資系証券会社勤務
の恋人・田久保紀子。
小説家への夢に挫折した同僚・ニムロッドこと荷室
仁。……
やがて僕たちは、個であることをやめ、全能になっ
て世界に溶ける。「すべては取り換え可能であっ
た」という答えを残して。 ……

宝島

ジャップ・ン・ロール・ヒーロー

著者名： 真藤 順丈
出版社： 講談社

著者名： 鴻池 留衣
出版社： 新潮社

英雄を失った島に、新たな魂が立ち上がる。固い絆
で結ばれた三人の幼馴染み、グスク、レイ、ヤマ
コ。生きるとは走ること、抗うこと、そして想い続
けることだった。少年少女は警官になり、教師にな
り、テロリストになり―同じ夢に向かった。超弩級
の才能が放つ、青春と革命の一大叙事詩!!

我々に可能なのは、盗むことだけ――。「ポスト真
実」の時代を射貫く話題作。1980年代に海外進出
を果たしたバンド「ダンチュラ・デオ」は実在した
のか? 原曲を丸パクりして証明すると嘯くギタリス
トの喜三郎に惹かれる僕。慶大生バンドの戯れは、
やがて歴史的陰謀の情報戦へと巻き込まれてゆく。
フェイクがオリジナルを炙り出し、真実がウィキペ
ディア的に編集される時代の狂騒と不気味を描く。

居た場所

平成くん、さようなら

芥川賞候補作

芥川賞候補作

芥川賞候補作

著者名： 高山羽根子
出版社： 河出書房新社

著者名： 古市 憲寿
出版社： 文藝春秋

かつて実習留学生としてやってきた私の妻・小翠
（シャオツイ）。表示されない海沿いの街の地図を
片手に、私と彼女の旅が始まる。記憶と存在の不確
かさを描き出す。

社会学者・古市憲寿、初小説。平成を象徴する人物
としてメディアに取り上げられ、現代的な生活を送
る「平成くん」は合理的でクール、性的な接触を好
まない。だがある日突然、平成の終わりと共に安楽
死をしたいと恋人の愛に告げる。愛はそれを受け入
れられないまま、二人は日常の営みを通して、いま
の時代に生きていること、死ぬことの意味を問い直
していく。なぜ平成くんは死にたいと思ったのか。

雑誌も貸し出しております（・きょうの料理
緑色のタイトル名は児童書です

・文藝春秋 ・クロワッサン 他 ）
＊ 内容紹介は「 BOOK」データベース より

スマホを落としただけなのに（文庫）

すみれ屋敷の罪人

著者名： 志駕 晃
出版社： 宝島社

著者名： 降田 天
出版社： 宝島社

第15回『このミステリーがすごい! 』大賞・隠し玉
作品は、二転三転する恐怖のサイバーサスペンスで
す!
麻美の彼氏の富田がスマホを落としたことが、すべ
ての始まりだった。
拾い主の男はスマホを返却するが、男の正体は狡猾
なハッカー。
麻美を気に入った男は、麻美の人間関係を監視し始
める。
セキュリティを丸裸にされた富田のスマホが、身近
なSNSを介して麻美を陥れる狂気へと変わってい
く。
いっぽう、神奈川の山中では身元不明の女性の死体
が次々と発見され……。

2001年、長らく手付かずだった戦前の名家・旧紫
峰邸の敷地内から発見された二つの白骨死体。紫峰
家は、すみれの花で彩られた美しい館に暮らす一族
だった。当主の太一郎と、葵・桜・茜の美しい三人
の姉妹たち。四人は終戦間近、東京大空襲によって
亡くなったはずだったが……。
白骨死体は、いったい誰の死体なのか? その身元に
ついて、かつての関係者に話を聞いて回る謎の男が
現れる。
かつての女中や使用人たちの語る、館の主人と三姉
妹たちの華やかな生活と日常、そして忍び寄る軍靴
の響き。
突然起きた、不穏な事件。彼らの証言は二転三転
し、やがて戦時下に埋もれた意外な真実が明らかに
なり――。

エムエス 継続捜査ゼミ2

則天武后(上) 皇后立志篇

著者名： 今野 敏
出版社： 講談社

著者名： 塚本 靑史
出版社： 日本経済新聞出版社

未解決事件を取り上げるため『継続捜査ゼミ』と呼
ばれる小早川ゼミの5人の女子大生は、冤罪をテー
マにしようとする。小早川は、授業で学内ミスコン
反対運動を推進する女子学生・高樹晶に会うが、後
日高樹は小早川と話をした直後、何者かに襲われ救
急車で運ばれた。その後、高樹に対する傷害容疑で
小早川が任意同行させられることに―警察に疑われ
続ける教授に代わり、ゼミ生たちが協力して事件の
真相を明らかにしていく。

雨の降る夜は、何かが起きる、なぜ女は、突然の凶
行に走ったか。唐初期、武将の家に生まれた武照(則
天武后)は、幼い頃より美しさと賢さが際立つ娘だっ
た。のちに後宮へ入り、皇帝・李世民(太宗)の寵愛
を受けるものの、ある理由から遠ざけられるように
なる。そして、凡庸極まる皇子、李治(のちの高宗)
に接近する武照だったが、その心底には…。中国史
上唯一の女帝、その波乱に満ちた生涯を描く歴史大
作。

チンギス紀 一 火眼

静おばあちゃんと要介護探偵

著者名： 北方 謙三
出版社： 集英社

著者名： 中山 七里
出版社： 文藝春秋

父を討たれたテムジン(のちのチンギス・カン)は、
独り南を目指す―。テムジンの父シェスゲイは、モ
ンゴル族キャト氏の長であり、モンゴルをひとつに
まとめるはずだったが、不意を突かれタタル族に殺
害されてしまう。そのときテムジンはわずか10歳
だった。モンゴルの主導権をめぐって同族のタイチ
ウト氏が台頭し、弱体化したキャト氏に敵対するよ
うになる。ある事情から異母弟を討ったテムジンは
独り、タイチウト氏を避けていったん南の地へ向か
うのだが―。

大学でオブジェが爆発し、中から遺体を発見。詐欺
師を懲らしめるため2人は立ち上がった。父が認知
症で悩む男性の相談に乗ったら…。同級生が密室で
死亡。事故か、他殺か、自殺か。高層ビルから鉄骨
が落下、外国人労働者が被害に。『さよならド
ビュッシー』でおなじみ、玄太郎おじいちゃん登
場。介護、投資詐欺、外国人労働者…難事件を老老
コンビがズバッと解決!日本で20番目の女性裁判官
で、80歳となった今も信望が厚い高遠寺静。お上や
権威が大嫌いな中部経済界の怪物、香月玄太郎。2
人が挑む5つの事件。

雑誌も貸し出しております（・きょうの料理
緑色のタイトル名は児童書です

・文藝春秋 ・クロワッサン 他 ）
＊ 内容紹介は「 BOOK」データベース より

生きるぼくら (文庫)

日日是好日―「お茶」が教えてくれた15のしあわせ

著者名： 原田 マハ
出版社： 徳間書店

（ニチニチコレコウジツ）
著者名： 森下 典子
出版社： 新潮社

いじめから、ひきこもりとなった二十四歳の麻生人
生。頼りだった母が突然いなくなった。残されてい
たのは、年賀状の束。その中に一枚だけ記憶にある
名前があった。「もう一度会えますように。私の命
が、あるうちに」マーサばあちゃんから?人生は四
年ぶりに外へ!祖母のいる蓼科へ向かうと、予想を覆
す状況が待っていた―。人の温もりにふれ、米づく
りから、大きく人生が変わっていく。

お茶を習い始めて二十五年。就職につまずき、いつ
も不安で自分の居場所を探し続けた日々。失恋、父
の死という悲しみのなかで、気がつけば、そばに
「お茶」があった。がんじがらめの決まりごとの向
こうに、やがて見えてきた自由。「ここにいるだけ
でよい」という心の安息。雨が匂う、雨の一粒一粒
が聴こえる…季節を五感で味わう歓びとともに、
「いま、生きている!」その感動を鮮やかに綴る。

好日日記―季節のように生きる

1R1分34秒

著者名： 森下 典子
出版社： パルコ

著者名： 町屋 良平
出版社： 新潮社

映画化された累計38万部のロングセラー!
『日日(にちにち)是(これ)好日(こうじつ)』待望の続
編!

なんでおまえはボクシングやってんの? 青春小説の
新鋭が放つ渾身の一撃。デビュー戦を初回KOで
飾ってから三敗一分。当たったかもしれないパン
チ、これをしておけば勝てたかもしれない練習。考
えすぎてばかりいる21歳プロボクサーのぼくは自分
の弱さに、その人生に厭きていた。長年のトレー
ナーにも見捨てられ、変わり者のウメキチとの練習
の日々が、ぼくを、その心身を、世界を変えていく
――。

お茶を始めて40年、その後の著者は?
「二十四節気」と「茶室」を味わいながら、自分と
向き合う心の旅。

戦場のレビヤタン

芥川賞候補作

著者名： 砂川 文次
出版社： 文藝春秋

著者名：
出版社：

国系の石油プラントを守るため、イラクの紛争地帯
に進んで身を投じた武装警備員のKは、キルクーク
からアルビルへ伸びる国道を北上していた。
荒涼とした紛争地。戦火はおさまったかに見える地
で、わき上がる問いに答えは出ない。
なぜこの地にやってきたのか、戦争とは何か、何が
戦争を作り出すのか。敵は誰なのか。

雑誌も貸し出しております（・きょうの料理
緑色のタイトル名は児童書です

・文藝春秋 ・クロワッサン 他 ）
＊ 内容紹介は「 BOOK」データベース より

