
                 平成 30 年 10 月新着図書一覧  №１        東京学館浦安高等学校図書室 

 書  名 作 者 名 出版社 内 容 紹 介 

1 オーパーツ死を招く至宝   蒼井碧 宝島社 第 16 回(2018 年度)『このミステリーがすごい! 』大賞・大賞受賞作、待望の文庫化!  

「シンプルで美しく、しかも本格愛にあふれた物理トリックがすばらしい」――大森望（翻訳家・書評家） 

貧乏学生・鳳水月の前に現れた、顔も骨格も分身かのような瓜二つな男・古城深夜。鳳の同級生である彼は、OOPARTS

（オーパーツ）――当時の技術や知識では制作不可能なはずの古代の工芸品――の、世界を股にかける鑑定士だと高ら

かに自称した。水晶の髑髏に囲まれた考古学者の遺体、夫婦の死体と密室から消えた黄金のシャトル……謎だらけの遺

産に引き寄せられるように起こる、数多の不可解な殺人事件。変人鑑定士・古城とともに難攻不落のトリックに巻き込

まれた鳳、“分身コンビ”の運命は? 

2 雪虫   堂場瞬一 中央公論新社 人には失ってはいけないものがある。刑事なったんじゃなく、刑事として生まれた男が挑む人の闇。

心を震わす警察小説。 

3 破弾   堂場瞬一 中央公論新社 男は現場にもどってきた。銃弾が削り取るのは命だけではない。刑事として背負うものは人の心の闇

なのか。慟哭の警察小説。 

4 熱欲   堂場瞬一 中央公論新社 ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）と悪徳マルチ商法。無関係に見えた二つの事件が捜査線上で

繋がった時、青山署刑事・鳴沢了の長く熱い夏が始まった。ＮＹ市警の旧友との邂逅、関係者の怪死、

ちらつく中国系マフィアの影。人間の欲望が渦巻く修理の世界を、鳴沢は一歩ずつ事件の核心へと近

づいていく。その先に待つ哀しい真相に向かって―。鳴沢了シリーズ第三弾。白熱の警察小説。 

5 孤狼   堂場瞬一 中央公論新社 一人の刑事が死に、一人が失踪した。本庁の理事官に呼ばれた鳴沢了は、新たな相棒と共に消えた刑

事の捜索を命じられる。調べを進めるうちに明らかになる刑事達の不可解な行動。不審を抱く了の前

に謎の組織が立ちはだかる。執拗な妨害、愛する人への脅迫―警察を辞めた冴を巻き込み事件は思わ

ぬ展開を見せる。 

6 

帰郷   

堂場瞬一 中央公論新社 話があるんです―父の葬儀の翌日、一人の若者が訪ねてきた。新潟県警鬼の一課長と呼ばれた父にと

って唯一の未解決案件を再捜査しろというのだ。奇しくも時効は葬儀の当日であった。遺品の備忘録

に綴られる捜査への飽くなき執念、不審な元同僚、犯人と名指しされた男、そして謎の記号―父が遺

した事件を追って雪の新潟を鳴沢、疾る。 

7 

讐雨   

堂場瞬一 中央公論新社 「間島を釈放しろ。さもないと、爆発は続く」連続少女誘拐殺人事件の犯人・間島を逮捕し、解散が

目前に迫った捜査本部。最後の裏付け捜査を担当した鳴沢は、相棒と帰還途中、車の爆破事件に巻き

込まれ。怪我を押して署に戻った二人を待つ犯行声明。そして第二の爆破事件。犯人の目的は？見え

ない動機を追う鳴沢だが―！？書き下ろし長篇。 

8 
血烙   

堂場瞬一 中央公論新社 ＮＹ市警の研修生としてアメリカに飛んだ鳴沢。優美の息子が通う小学校で立てこもり事件が発生

する。子どもを人質に取られた鳴沢は――文庫書き下ろし 

9 
被匿   

堂場瞬一 中央公論新社 帰国後、西八王子署に配属されるた鳴沢。国会議員の畠山水死事件に直面する。事故死と判定され

が、地検の人間が畠山の死を調べようとしていて……？ 

生徒諸君・先生方・各教科など、皆様の図書購入リクエストをお待ちしています。図書購入リクエストは司書室まで！ 
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10 
疑装   

堂場瞬一 中央公論新社 鳴沢が保護した少年が、突然病院から消えた。事件に巻き込まれた可能性もあり行方を追うが、もう

一人の少年の死と繋がり――書き下ろし警察小説 

11 
久遠（上）   

堂場瞬一 中央公論新社 早朝、鳴沢了の自宅を訪れた警視庁の刑事たち。アリバイ確認を求められた了は、自らにかけられた

容疑を晴らすため立ち上がる。シリーズ・クライマックスへ！ 

12 
久遠（下）   

堂場瞬一 中央公論新社 絶体絶命の窮地に立たされた鳴沢了。孤立無援の中、自らの無実を証明するため、奔走するが……大

人気シリーズの最終巻、堂々刊行。 

13 

七つの証言   

堂場瞬一 中央公論新社 警察を辞め私立探偵となった小野寺冴。閑古鳥が鳴く事務所に元相棒で警視庁に勤める鳴沢了から、俳優の息子・勇樹

のボディガードをしてほしいという依頼がくる。破格の報酬につられ引き受けるが…（「不変」より）。鳴沢にかかわる七

人の目を通して「刑事として生まれた男」の真実を描き出す。人気シリーズ外伝登場。 

14 

邂逅   

堂場瞬一 中央公論新社 大学理事長が失踪したと捜索願が出された。しかし捜査を始めると母親の態度は一変、非協力的に。

大学関係者も言を左右し、状況は遅々として掴めない。一方、女性の遺体が仙台で見つかり、法月の

担当していた大学職員の失踪者だと判明した。胸に爆弾を抱えながら、自分を苛めるように捜査する

法月を気遣う高城だが…。 

15 

漂泊   

堂場瞬一 中央公論新社 ビル火災のバックドラフトに巻き込まれ負傷した明神。鎮火後の現場からは、殺しの痕跡のある身元

不明の二遺体が出た。犯人による隠蔽目的の放火だったのか。傷つけられた仲間のため、高城は被害

者の身元を洗う決意をする。調査の中で、ひとりは捜索願の出されていた作家ではないかとわかり、

事態は思わぬ方向に進んでいく。 

16 

裂壊   

堂場瞬一 中央公論新社 半年に一度の失踪課課長査察を間近に控え、室長の阿比留が忽然と姿を消した！自宅に急行した高

城たちだが、私生活を隠す阿比留の失踪の原因は掴めず、その行方は杳としてしれない。同時期、一

人の女子大生の捜索願が出された。ストーカーによる拉致も疑われたが、二つの事件を追ううちに意

外な接点が判明する。 

17 

波紋   

堂場瞬一 中央公論新社 ある事件で昇進の道を絶たれた阿比留は、法月の異動を止めようとせず、失踪課内部には亀裂が広が

りつつあった。腐る高城に法月は五年前に交通事故現場から消えた男に関する事件の解決を託す。高

城の調査が始まった直後、男が勤めていた会社で爆発事件が発生。犯行声明には失踪した男の署名が

記されていた。 

18 

遮断   

堂場瞬一 中央公論新社 厚労省高級官僚である六条舞の父親が失踪した。事件性はないと思われたが、一億円の身代金要求が

届き様相は一変する。現金を用意して引き渡しに挑むものの、あえなく失敗に終わる。同時期にくせ

者新メンバー田口はインド人技術者の失踪事件を調べていた。鍵は外国人労働者の就労斡旋なのか。

二つの事件の関係は。 

生徒諸君・先生方・各教科など、皆様の図書購入リクエストをお待ちしています。図書購入リクエストは司書室まで！ 
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19 

牽制   

堂場瞬一 中央公論新社 高城は娘・綾奈の失踪事件と向き合うことを決意するが、拳銃を所持した若手警察官とドラフト一位

の高校球児の失踪が立て続けに起こる。キャンプイン目前に姿を消した選手を捜す高城は、元プロ野

球選手の醍醐とともに高校時代の監督やチームメイトたちの事情聴取に奔走する。一方、警察官の行

方は誰も掴むことができず…。 

20 

闇夜   

堂場瞬一 中央公論新社 娘・綾奈と悲劇の再会からふたたび酒浸りの生活に戻り、無断欠勤を続けていた高城。失踪した七歳

の少女の捜索に引きずり出されるが、少女は絞殺体で見つかり、事件の担当は失踪課から捜査一課に

移ってしまう。娘を失った両親に自身を重ねた高城は犯人を捜し出すことを誓い、わずかな証言を元

に執念の捜査を続けるが…。 

21 

献心   

堂場瞬一 中央公論新社 綾奈の死の真相を知る―決意した高城に長野が目撃者情報を持ち込む。十数年を経て得られた新し

い証言。しかし会社員だというその男は一転証言を曖昧にした上で、弁護士を通じて抗議をしてくる

強硬さだった。不可解な態度を不審に思いつつ、地道に当時の状況を洗い直す高城は、綾奈の同級生

母子を追って一路東北へ向かう。 

22 

ノーベル賞 117年の記録   

ノーベル賞記

録編集委員会 

山川出版社 原爆から再生医療の可能性まで。ノーベルの理念、選考機関、選考方法、各賞の詳解。「この年の出

来事」で受賞時の世界がわかる。１９０１年から２０１７年まで全受賞者８９２人２４団体の業績を

掲載！ 

23 

47都道府県・遺跡百科   

石神裕之 丸善出版 "日本全国には国指定遺跡 1,600 遺跡・市町村指定遺跡 1,500 遺跡あります。本書は、その中から有

名な遺跡を紹介するのはもちろんのこと、考古学史上、あるいは地域史の中で意義ある調査を積極的

に取り上げ、地域の文化遺産としての遺跡の価値に対する理解を促す一冊です。【第Ⅰ部：遺跡の基

礎知識】では、埋蔵文化財行政と発掘調査や考古資料の性質を紹介します。【第Ⅱ部：都道府県別 遺

跡とその特色】では、各都道府県の遺跡を紹介します。" 

24 
ファーストラブ   

島本理生 文藝春秋 なぜ娘は父親を殺さなければならなかったのか？多摩川沿いで血まみれの女子大生が逮捕された。

彼女を凶行に駆り立てたものは何か？裁判を通じて明らかにされる家族の秘密とは？ 

25 
鳥百花 蛍の章   

阿部智里 文藝春秋 八咫烏の一族が支配する異世界・山内。世継ぎ争い、后選び、天敵の侵入と戦争―壮大な歴史の流れ

の中、語られなかったあの人たちの物語。 

26 

オリジン（上）   

ブラウン、ダン KADOKAWA スペインのビルバオ、マドリード、バルセロナを舞台に、ラングドンの前に最強の敵が立ちはだか

る！ 鍵を握るのは、人類最大の謎「我々はどこから来たのか、どこへ行くのか」――。 

全世界で 2 億部突破のベストセラー作家、ダン・ブラウンの最高傑作が満を持して日本上陸！！ 

27 
オリジン（下）   

ブラウン、ダン KADOKAWA スペインのビルバオ、マドリード、バルセロナを舞台に、ラングドンの前に最強の敵が立ちはだか

る！ 鍵を握るのは、人類最大の謎「我々はどこから来たのか、どこへ行くのか」――。 

生徒諸君・先生方・各教科など、皆様の図書購入リクエストをお待ちしています。図書購入リクエストは司書室まで！ 
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28 

巨悪   

伊兼源太郎 講談社 東京地検特捜部の検事・中澤源吾と特捜部機動捜査班の事務官・城島毅。高校時代野球部のダブルエ

ースだった二人は、ある事件をきっかけに「検察」の道を選ぶ。二人の前に立ちはだかる、政治家、

企業、秘密機関―「消えた二兆円」。真相に辿り着く過程で明らかになる現代の「巨悪」の正体とは。

元新聞記者の著者渾身の検察ミステリー巨編。 

29 

空港時光   

温又柔 河出書房新社 「出発」「日本人のようなもの」「あの子は特別」「異境の台湾人」「親孝行」「可能性」「息子」「鳳梨

酥」「百点満点」「到着」…最注目の気鋭が描く、１０の物語！エッセイ「音の彼方へ」併録。台湾系

ニホン語人作家の飛翔作。 

30 

家の中で迷子   

坂口恭平 新潮社 家の中で迷子になっていた―。見慣れた部屋が森に変貌し、水で溢れる。迷子の相棒は歌、偶然、そ

してネズミ。海辺の老人に導かれ、言葉を話さない少女アゲハ、コンパス売りのハジと出会い、自身

のなかに湧きあがる尽きせぬ記憶の果てに見た、この世界の姿とは。地上に宿るすべての生が時空を

超えて響きあう深遠なる物語。 

31 

六花の印   

連城三紀彦 創元推理文庫 大胆な仕掛けと巧みに巡らされた伏線、抒情あふれる筆致を融合させて、ふたつとない作家性を確立

した名匠・連城三紀彦。三十年以上に亘る作家人生で紡がれた数多の短編群から傑作を選り抜いて全

二巻に纏める。第一巻は、幻影城新人賞で華々しい登場から直木賞受賞に至る初期作品十五編を精

選。時代を越えて今なお多くの読者を惹き付けて已まない著者の全貌が把握できる傑作集。 

32 

牧神の影   

ヘレン・マクロ

イ 

ちくま文庫 深夜、電話の音でアリスンは目が覚めた。それは伯父フェリックスの急死を知らせる内線電話だっ

た。死因は心臓発作とされたが、翌朝訪れた陸軍情報部の大佐は、伯父が軍のために戦地用暗号を開

発していたと言う。その後、人里離れた山中のコテージで一人暮しを始めたアリスンの周囲で次々に

怪しい出来事が…。暗号の謎とサスペンスが融合したマクロイ円熟期の傑作。 

33 

ランドスケープと夏の定理   

高島雄哉 東京創元社 地球随一の天才宇宙物理学者である気の強い姉に、なにかにつけて振りまわされるぼく。大学四年生

になる夏に日本でおこなわれた「あの実験」から三年、ぼくはまたしても姉に呼び出された。向かっ

た先は宇宙空間―ラグランジュポイントＬ２に浮かぶ国際研究施設だ。姉はそこで誰にも知られる

ことなく、宇宙論に関するある途轍もない実験を準備していた。第五回創元ＳＦ短編賞を受賞した表

題作にはじまる全三話。瀬名秀明が「日本ＳＦの歴史を次の五十年に受け渡す傑作」と激賞した、新

時代の理論派ハードＳＦ。 

生徒諸君・先生方・各教科など、皆様の図書購入リクエストをお待ちしています。図書購入リクエストは司書室まで！ 
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34 来るべき種族    ブルワー＝リ

ットン、エドワ

ード 

月曜社 地球内部に住む地底人の先進的な文明社会ヴリル＝ヤとの接触をつぶさに描いた１９世紀後半の古典的小説。卓越

した道徳と科学力、超エネルギー「ヴリル」と自動人形の活用により、格差と差別だけでなく、労働や戦争からも

解放された未知の種族をめぐるこの異世界譚は、後世の作家やオカルティストたちに影響を与え続けている。神秘

思想、心霊主義、ユートピア思想、ＳＦなどの系譜に本作を位置づける訳者解説を付す。 

35 テュポーンの楽園   梅原克文 KADOKAWA 東京都阪納市安須。人口約９００人のごく平凡な山間の街で、大規模な洗脳のような異変が発生した。政府は警視

庁ＳＩＴ（捜査一課特殊班）を送りこみ、それに女性陸上自衛官・織見奈々も同行する。だが、精鋭揃いの警察官

たちは、何ものかの襲撃により、次々と姿を消していく。そこには想像を絶する怪物「テュポーン」が潜んでいた

―！バイオホラー、ミリタリー、アクション、モンスター―あらゆる要素を備えた、圧倒的スケールのエンタテイ

ンメント巨編！ 

36 漂砂の塔   大沢在昌 集英社 二〇二二年、雪と氷に閉ざされた北方領土の離島。日中露合弁のレアアース生産会社「オロテック」で働く日本人

技術者が、死体となって発見された。凍てつく海岸に横たわる体。何者かに抉りとられていた両目。捜査権がなく、

武器も持てない土地に送り込まれたのは、ロシア系クォーターで中国語とロシア語が堪能な警視庁の石上だった。

元ＫＧＢの施設長、美貌の女医、国境警備隊の若き将校、ナイトクラブのボス…敵か、味方か？信じられるのは、

いったい誰だ？日中露三ヵ国の思惑が交錯し、人間たちの欲望が渦を巻く！ 

37 日傘を差す女   伊集院 文藝春秋 快晴のクリスマス、都心のビルの屋上で、胸に銛が刺さった血まみれの老人の遺体が発見された。老人は和歌山県

太地町に住む捕鯨船の伝説の砲手と判明。捜査本部は他殺を裏づける物証を得られぬまま、自殺と結論づけた。し

かし、その直後、酷似した凶器で殺害された遺体が次々と見つかる。警視庁捜査一課の草刈大毅と立石豊樹のコン

ビが、赤坂、和歌山、青森で地を這う捜査の果てにつかんだ真相は…。『星月夜』以来、六年ぶりとなる社会派推理

小説。 

38 

凶犬の眼   

柚月裕子 KADOKAWA 所轄署から田舎の駐在所に異動となった日岡秀一は、穏やかな毎日に虚しさを感じていた。そんなな

か、懇意のヤクザから建設会社の社長だと紹介された男が、敵対する組長を暗殺して指名手配中の国

光寛郎だと確信する。彼の身柄を拘束すれば、刑事として現場に戻れるかもしれない。日岡が目論む

なか、国光は自分が手配犯であることを認め「もう少し時間がほしい」と直訴した。男気あふれる国

光と接するにつれて、日岡のなかに思いもよらない考えが浮かんでいく…。警察ＶＳヤクザの意地と

誇りを賭けた、狂熱の物語。日本推理作家協会賞『孤狼の血』シリーズ最新刊！ 

39 
あるかしら書店   

ヨシタケシン

スケ 

ポプラ社 “ちょっとヘンな本ってあるかしら？”“これなんてどうかしら！”いよいよ「本の時代」がやって

くる！！「りんごかもしれない」の絵本作家、ヨシタケシンスケが描く妄想書店、本日開店！ 

40 
うしろめたさの人類学   

松村圭一郎 ミシマ社 市場、国家、社会…断絶した世界が、「つながり」を取り戻す。その可能性を、「構築人類学」という

新たな学問手法で追求。強固な制度のなかにスキマをつくる力は、「うしろめたさ」にある！ 

41 どんなに体が硬くてもペタッと前

屈できる本    

秋 本 つ ば さ 

半田学 

マキノ出版 体が軟らかくなると超健康になる。スポーツマンタイプ、オフィスワーカータイプ、メタボ・むくみ

タイプ、関節ぎくしゃくお年寄りタイプ。体の硬さのタイプ別にストレッチメニューを構成！ 

生徒諸君・先生方・各教科など、皆様の図書購入リクエストをお待ちしています。図書購入リクエストは司書室まで！ 
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42 

 

下町ロケット   ゴースト 池井戸潤 小学館 宇宙から人体へ。次なる部隊は大地。佃製作所の新たな戦いの幕が上がる。倒産の危機や幾多の困難

を、社長の佃航平や社員たちの、熱き思いと諦めない姿勢で切り抜けてきた大田区の町工場「佃製作

所」。高い技術に支えられ経営は安定していたかに思えたが、主力であるロケットエンジン用バルブ

システムの納入先である帝国重工の業績悪化、大口取引先からの非情な通告、そして、番頭・殿村の

父が倒れ、一気に危機に直面する。ある日、父の代わりに栃木で農作業する殿村のもとを訪れた佃。

その光景を眺めているうちに、佃はひとつの秘策を見出だす。それは、意外な部品の開発だった。ノ

ウハウを求めて伝手を探すうち、佃はベンチャー企業にたどり着く。彼らは佃にとって敵か味方か。

大きな挫折を味わってもなお、前に進もうとする者たちの不屈の闘志とプライドが胸を打つ！大人

気シリーズ第三弾！！ 

43 下町ロケット   ヤタガラス 池井戸潤 小学館 「宇宙（そら）から大地へ」。準天頂衛星「ヤタガラス」が導く、壮大な物語の結末は…。 

44 わけあって絶滅しました   丸山貴史 ダイヤモンド社 生き物が絶滅する確率は９９．９％。聞いてくれ、その理由を！！受難の生き物７０種。 

45 神メンタル「心が強い人」の人生

は思い通り  

星歩 KADOKAWA 延べ 8000 人以上の方々を注意深く観察した結果、何事も上手くいく人にはある共通点があることを

見つけた。それが、本書のタイトルにある「心が強い人の人生は思い通り」につながるのです。 

46 おもしろい！スポーツの物理学（世の

中への扉）   

望月修 講談社 スポーツは、練習することで上手になっていきます。くりかえすことで効果的な身体の使い方ができ

るようにもなります。ですが、そこに物理学を取り入れると、なぜそのように体を動かさなければな

らないか、なぜボールをその方向に投げなければならないかが分かって、より精度の高い練習ができ

るようになります。スポーツの様々なしくみを理解することで、目には見えないけれど実はよく知っ

ている「物理」が、とてもおもしろい学問であるとわかります。 

47 

闘争の倫理   

大西鐵之祐 鉄筆文庫 戦場からの生還後、母校・早大のラグビー復興と教育に精力を注ぎ、日本代表監督としてオールブラ

ックス・ジュニアを撃破し、イングランド代表には 3 対 6 の大接戦を演じてみせた、戦後ラグビー

界の伝説の名指導者。「戦争をしないために、ラグビーをするのだ！」と説く、思想・哲学の名著を

鉄筆文庫化。 

48 
万引き家族（9月入荷） 

是枝 裕和 宝島社 「犯罪」でしかつながれなかった―。万引き・年金不正受給・虐待…。是枝監督が自ら描く、映画で

はかなり尽くせなかった「家族」の在り方。 

49 

放課後ひとり同盟（9月入荷） 

小嶋 陽太郎 集英社 「林ちゃん、なにか護身術習えば？」そう提案されるがままに、私はパルコの屋上にいる「蹴り男」

に会いに行く。「空に飛び蹴り」気になる人ができたかも。新学期、クラス替えした教室で、私は原

田幹雄に出会う。クラスでひと際目立つ原田の存在が、私を悩ませる。「怒る泣く笑う女子」学校を

舞台に、１０代特有の初期衝動を描く連作５編。 

生徒諸君・先生方・各教科など、皆様の図書購入リクエストをお待ちしています。図書購入リクエストは司書室まで！ 


