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特集！

合唱・音楽がテーマの本 展示中

図書館からのお知らせ
・２学期の朝読書は、２８日から
始まりました。既読の本の場合
など、借り換えに来て下さい。
・８月１日・２日に、蔵書点検を
行いました。不明本は後日掲示
します。(見つけたら図書館へ)
・夏休み貸出の本の返却期限
は８月３０日(金)です。

新着図書紹介！

２学期が始まりましたが、まだまだ暑い日が続いています。エアコン
の効いた図書館を読書と学習の場として、たくさん利用してください。
さて、1学期の貸出冊数が多かった人（3０冊以上）に、『特別個人貸出カード』
を配布します。（今回対象者は1年生３人、2年生１人、3年生６人です）。また、
１年からの積算貸出冊数に応じた図書カードも考案中です。お楽しみに。
（図書カードのデザインを募集中です。詳しくは新木まで）
『ポジティブになれる英語名言
101』小池直紀・佐藤誠司／著
※プラス思考のメッセージ

新書コーナー設置

司書おすすめの一冊
933
リ

これであなたも 図書館ツウ

―映画化される音楽小説―

『蜜蜂と遠雷』

恩田 陸／著

養蜂家の父と転々と暮らしピアノを持ってい
ない１５歳の塵、天才と言われた少女期に母を
突然失いピアノが弾けなくなった２０歳の亜夜。
そんなコンテスタントたちがコンクールで熱戦
を繰り広げます。過去、現在、様々な人間模様が
描かれながら、一次予選から本線へと進んでい
きます。長編ですが、本の中から音楽が流れだ
すような臨場感が味わえ、どんどん読めてしま
います。直木賞・本屋大賞 Ｗ受賞作品。
合唱コンクールにぜひ読んでみて！

【新書】 出版物の形式の一つ。
Ｂ６判より少し小型で、余り
かたくるしくない書き方を
した教養ものや小説など
を収めた叢書。「－判」
―岩波国語辞典より―

『魂をゆさぶる歌に出会う
アメリカ黒人文化のルーツ 』
ウエルズ恵子／著

黒人音楽の流れ、背景にある
アメリカ黒人の歴史や価値観が、
具体的な詩や民話などを例に
あげ、解説されています。

＆

※新書を「回転書架」から移動しました。

『くちびるに歌を』
『表参道高校合唱部！』
櫻井 剛・ 桑畑 絹子／著
合唱名門校に転校してき
た香川真琴でしたが、入部
してみると、合唱部は人数
不足で廃部寸前でした・・・。
ドラマのノベライズ本で読
みやすく、合唱コンクールに
向けておすすめの本です。

中田 永一／著
五島列島にある中学合唱部に、美人の
臨時顧問が来たことで、彼女目当てで入
部した不真面目な男子部員と、女子部員
とで対立します。 そんな中、コンクール
の課題曲「手紙～拝啓十五の君へ～」に
ちなんで、１５年後の自分宛に手紙を書く
ことになり・・・。心に染みるお話です。

『歌え！多摩川高校合唱部』
『よろこびの歌』

宮下 奈都／著

音大附属の受験に失敗した玲は、今
(松溪中合唱コンクールスローガン)
通っている女子校を居場所と思えずに
孤立しています。そんなある日合唱コン
クールで指揮をすることになり・・・。
『終わりのない歌』
同級生たちの様々な思いが７編の短編
音大に入学した玲。
連作に描かれています。歌をきっかけと 揺れ動く心が描か
した物語の中で、ゆるやかに自分や周
れた群像小説。
声の出し方・全体練習など
りを受け入れていく感じが素敵です。

本田 有明／著
有力ﾒﾝﾊﾞｰが卒業,優秀な指導者の
転出、男子４人になった混声合唱部。
しかも新入生は「宇宙人」ぞろい。
それでも先輩の作詞が「Ｎコン」課題
曲に選ばれ、思いを込めて披露したい
と奮闘する部員の姿に胸が熱くなりま
す。腹筋鍛える超スポ根！実話を元に
した合唱青春小説です。

他にも、継続の本や、買い替えた本
などもあります。
*リ はリクエスト本

書名

分類番号

著者名

出版社

２８９ ナ

万次郎 地球を初めてめぐった日本人

岡崎ひでたか

２８９ア

ぼくは科学の力で世界を変えることに決めた

ｼﾞｬｯｸ・ｱﾝﾄﾞﾚｲｶ

２８９ イ

天と地を測った男 伊能忠敬

岡崎ひでたか

２０９ コ

古代史マップ 世界を変えた帝国と文明の興亡

２１０ シ

写真で見る

３１８ シ

社会科見学!みんなの市役所

３６６ オ

一言コメント

新日本出版社
講談社
くもん出版
日経NG社

太平洋戦争とくらし・道具事典 上下巻

金の星社

オフィス303

汐文社

お仕事ナビ 全２０巻

(お仕事ナビ編集部)

理論社

３６８ ヤ

パヤタスに降る星

山口 千恵子

中央法規出版

４３５ ミ

空気の発見

三宅泰雄

角川学芸出版

４３０ フ

「ロウソクの科学」が教えてくれること

ファラデー

４９１ ジ

人体キャラクター図鑑

*リ

坂井 建雄／監修

日本図書ｾﾝﾀｰ からだの不思議がよくわかる！

４９９ カ

漢方薬キャラクター図鑑

*リ

新見 正則／監修

日本図書ｾﾝﾀｰ 自分にぴったりの薬が見つかる！

５１９ ホ

クジラのおなかからプラスチック

６８６ カ

関東バスの走る道

７２７ ヨ １ まなぶ たのしむ

全３巻

宮部 精一／監修

15歳ですい臓がん
早期診断に画期的方
法を開発した天才少
年の自叙伝。ＬＧＢＴの
悩み、イジメ、鬱を乗
り越え、研究に没頭
する姿を描いた本。

SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 実験の再現写真や図解を掲載

保坂 直紀

旬報社

今問題になっている海洋プラス
チックについて、考えるための本

ぽると出版
１．創る文字デザイン
２．使う文字デザイン

フィリピンパヤタス
のごみ山。そこでゴミ
を拾い生計を立てる
子どもたちのエピソー
ドから、真の豊かさと
は何かを問われる本。

文字の書き方からレイアウトまで、
文字に関わる知識と技術を伝授

吉田 佳広

理論社

彼らのルーツ

大野 美夏

実業之日本社

８１５ イ

日本の助数詞に親しむ

飯田 朝子

東邦出版

８３０ コ

ポジティブになれる 英語名言１０１

小池直紀・佐藤誠司

岩波書店

９１３ ア

まぁちんぐ

赤澤 竜也

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 『吹部」の続編

９１３ カ

キキに出会った人びと

角野 栄子

福音館書店

９１３ コ

アップルソング

小手鞠るい

ポプラ社

９１３ ト

線は、僕を描く

砥上 裕將

講談社

９１３ ヒ

ぼくは本を読んでいる

ひこ・田中

講談社

９１３ フ

手紙 ふたりの奇跡

福田 隆浩

講談社

９１３ フ

雲をつかむ少女

藤野 恵美

講談社

９１３ ワ

わたしを決めつけないで

(アンソロジー)

講談社

９３３ ア

ぼくがいちばんききたいことは

アヴィ

９３３ バ

月の光を飲んだ少女

ケリー・バーンヒル

評論社

角田 光代

新潮社

Ｂ９１３ コ 大江戸妖怪かわら版 １・２巻

香月 日輪

講談社

Ｂ９１３ サ 大きくなる日

佐川光晴

集英社

７２７ ヨ２

文字でサイン

783.4 オ

Ｂ９１３ カ さがしもの

*リ

ほるぷ出版

Ｂ９１３ ミ ビブリア古書堂の事件手帖 扉子と不思議な客人たち *リ 三上 延
Ｂ９８３ ゴ 外套・鼻
Ｂ９７３ ロ

パパの電話を待ちながら

『 線は、僕を描く』

砥上 裕將／著

両親を事故で無くし喪失感に駆られる大学生
の霜介。ある時バイト先で巨匠湖山に見込まれ、
内弟子として水墨画を学び、没頭していきます。
「描き続けること」「自然と向き合う姿勢」といっ
た水墨画の世界観や技法、そして登場人物の心
情描写がとても丁寧で素敵です。鮮やかな色彩
までも感じられる、芸術の秋ピッタリの成長小説。

岩波書店

ジャンニ・ロダーリ
『 雲をつか む少女』

講談社

藤野 恵美／著

「魔女の宅急便」シ
リーズのスピンオフ。
パン屋のおソノさんの
ほろ苦い青春時代や、
町長らコリコの住人た
ちの話にキキが登場。
家族にまつわる
様々な厄介ごとと向
き合う男の子たちが
主人公の短編集７話。
思春期のリアルな感
情が伝わってきます。

現代から異世界「大江戸」に落ち
てきた少年。妖怪や魔人の温かさ
に触れ、かわら版屋・雀として成長
していく物語。江戸時代が背景。

KADOKAWA

ゴーゴリ

サッカー強国ブラジル・アルゼン
チンの選手たち。彼らの成功への道
をエピソードやコメント満載に紹介。

横山大二は両親と姉
の4人家族。彼の周りの
人びとの目を通した日
常の気付きが語られな
がら、大二の中学卒業ま
でを描く連作短編集。

『 パ パ の電話を待ちながら』
ジ ャ ンニ・ロダーリ／著 内田 洋子／訳

ネットに関わる短編物語の登場
人物が少しずつ重なり、繋がっ
ていきます。雲(クラウド)＝ネッ
トの中での繋がりがきっかけで
リアルな一歩を進めた話など、
心温まる8つの群像集です。

イタリアの児童文学家の
ショート・ショート。仕事で遠
くへ行った父がお話好きの
愛娘に、毎晩電話でお話を
する設定で描かれています。

