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「スタンフォードの
自分を
自分を変える教室
える教室」
教室」
大和書房 ケリー・マクゴニガル
税込 1,680 円
スタンフォード大学の超人気講義、
ついに日本上陸。心理学、神経科
学から経済学ま
で、最新の科学
的成果を盛り込
み、受講した学
生の 97％の人
生に影響を与え
た「驚くべきレッ
スン」。

芥川賞 「ab さんご」
さんご」
文藝春秋 黒田夏子 税込 1,260 円

「解錠師」
解錠師」
早川書房 スティーヴ・ハミルトン
税込 987 円

75 歳の「新人女性作家」のデビュー作。
全文横書き、かつ「固有名詞」を一切使わないという日
本語の限界に挑んだ超実験小説ながら、その文章には
「昭和」の知的な家庭に生まれたひとりの幼子が成長
し、両親を見送るまでの美しくしなやかな物語が隠され
ています。

八歳の時にある出来事から言葉を
失ってしまったマイク。だが彼には
どんな錠も開くことが出来る才能
があった。
プロ犯罪者として
世界を生きる少年
の光と影を描き、
世界を感動させた
傑作ミステリー。

「できる大人
できる大人のモノの
大人のモノの言
のモノの言い方大全」
方大全」
青春出版社 話題の
話題の達人倶楽部
税込 1,050 円

「東京散歩」
東京散歩」
飛鳥新社 フロラン・シャヴェ
税込 2,000 円

ちょっとした違いで印象がこうも変
わるのか！本書では、ほめる、もて
なす、断る、謝る、説明する、反論
する…。どんな状
況でも、覚えてお
けば一生使える
フレーズを完全収
録。好感度アップ
すること間違いな
しの決定版！

ひとりのフランス人青年が、半年の
あいだ毎日自転車に乗って目に留
まった景色をスケッチして歩いた、
今までにない東
京散歩ガイド。
[目次]
町屋、池袋、
高田馬場、お寺
落合、大久保、
上野、御茶ノ水
ほか…

新潮社

直木賞 「何者」
何者」
朝井リョウ
リョウ 税込 1,575 円
朝井

「あんた、本当は私のこと笑ってるんでしょ？」
学生の名刺、海外ボランティア、学生団体リーダー、学
際実行委員―この世界を組み変える力は、どこから生ま
れ来るのか。就活の情報交換がきっかけで集まった五人
の、切実な現実。影を宿しながら光へ向いて進む就活生
の自意識をあぶり出す、書き下ろし長編小説。
直木賞 「等伯 上・下」
日本経済新聞出版社 安部龍太郎 各税込 1,680 円
㊤→「あなたの絵には真心がある」養父母の非業の死に
より故郷を追われ、戦のただなかへ。激動の戦国の世と
法華の教えが、画境を高みに誘う。
㊦→誰も見たことのない絵を―狩野派との暗闘、心の
師・千利休の自刃、秀吉の世に台頭する長谷川派を次々
と襲う悲劇。亡き者達を背負い、おのれの画境に向かう。
学校名

先生名
e-hon
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☆オンラインでの注文
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全て税込価格表示です。

4 月 9 日 (火 )
大 賞 発 表

「「「「６４」」」」文藝春秋 横山秀夫

１１１１，，，，９９５円円円円

１１１１，，，，６８０円円円円

Ｄ県警史 上最 悪 の重 要未決事件 「６４」
。 この長官視察を 巡り、 刑事部 と警務部が敵
対する。 そ の理由とは ？さら に衝撃 の展開が …。
警察 小説 の真髄が、 人生 の本質が、 ここにある。

「「「「楽園のカンヴァス」」」」新潮社 原田マハ

１１１１，，，，９９５円円円円

２０１２年 第 ２５回 山本 周 五郎賞受賞。
大富豪 の屋敷 に掛 かる 一枚 の絵。 そ の真贋判定を迫られた若き 二人 の研究者。
期限は七 日間― 絵 画 の 「
本当 の価値 」 に迫る傑作 アー トサ スペ ンス。

「「「「光圀伝」」」」角川書店 冲方丁丁丁丁

１１１１，，，，５７５円円円円

何故 この世 に歴史が 必 要な のか。
生涯を賭 した 「
大 日本史」の編纂 と いう大事業。大切な者 の命を奪 ってま でも突き進
まねば ならなか った、孤高 の虎 ・水 戸光圀 の生き様 に迫る。

「「「「ふくわらい」」」」朝日新聞出版 西加奈子

各各各各１１１１，，，，８９０円円円円

主 人公は人肉を食 べた こと で有名な編集者。
感情を表さな い彼女は猪木 に憧れる レスラー等、
男性と の付き合 いで人と の距離を縮 め ていく。

「「「「百年法 上上上上・・・・下下下下」」」」角川書店 山田宗樹

１１１１，，，，４７０円円円円

各各各各１１１１，，，，８９０円円円円

６発 の原爆が投 下され終戦を迎 えた 日本 で、ある法律が制定された。通称 「百年法」
。
新技術 で不老を与えるかわ り に、１００年後 に死なな ければ な らな いと いうが …。国
難を迎えた現代 日本 に投げ かける衝撃 の問題作 ！

「「「「ソロモンの偽証 第第第第１１１１～～～～３３３３部部部部」」」」新潮社 宮部みゆき
雪をまと って校庭 に降 り立 った悪意。
それ はさらなる犠牲を求め て校舎を彷徨 った。
五年振 り の現代 ミステリー全 三巻。

「「「「世界から猫猫猫猫がががが消消消消えたなら」」」」マガジンハウス 川村元気

１１１１，，，，５７５円円円円

僕 の葬式。僕 の枕 元に集まる人はど んな 人たちだ ろうか。か つての友達、か つての恋
人、親戚、教師、同僚 たち。そ のなか で僕 の死を心から悲 しん でくれる人は、何 人 い
る のだ ろうか。僕 と猫と陽気な 悪魔 の７日間 の物 語。

「「「「晴天のののの迷迷迷迷いクジラ」」」」新潮社 窪美澄

『ふが いな い僕 は空を 見た』 の著者が放 つ待望 の 二作 目。
壊れかけた 三人が転が るよう に行き ついた、 そ の果 ては ？
人生 の転機 に何度も読 み返 したくなる、感 涙 の物 語。

１１１１，，，，４７０円円円円

「「「「 者のののの帝国」」」」河出書房新社 伊藤計劃劃劃劃・・・・円城塔 １１１１，，，，８９０円円円円
屍
フランケ ンシ ュタイ ン技術が全 世界 に拡散 した １９世紀末、秘密諜報員 ワト ソンの冒
険が始まる。 日本 ＳＦ大賞作家 ×芥 川賞作家 の大作。
早逝 の天才 ・伊藤計劃 の未刊 の絶筆が、盟友 ・円城塔 に引き継がれ て遂 に完成。
「「「「きみはいい子子子子」」」」ポプラ社社社社 中脇初枝

各各各各１１１１，，，，６８０円円円円

夕方 五時ま では家 に帰ら せ ても らえな い子ども。娘 に手を 上げ てしまう 母親。
求め ていた、た った ひと つのも の― 。 それぞ れ の家 にそれぞ れ の事情がある。
それ でも みんな この町 で、 いろんなも のを抱 え てい生き ている。

「「「「海賊とよばれた男男男男 上上上上・・・・下下下下」」」」 講談社 百田尚樹

『
永遠 の０』 の百 田尚樹氏渾身 の書き 下ろし。
敵 は七人 の魔女。英 国海 軍 の包 囲をか いくぐ った 日本 人 の実話をも と にした
壮大な叙事詩。

