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君に届け！

図書委員のオススメ本 ＆ 読書郵便 展示中！

図書館からのお知らせ
★1年生返却強化日
2月17～19日（出張貸出18日）
★2年生返却強化日
2月19～21日（出張貸出20日）
★読書新聞の作成が始まっています。
読んだ本の内容・タイトルを忘れ
た人は、図書館で確認を。

図書館では、「持続可能な社会」についての調べ学習授業が行われています。
幅広いテーマの中から興味や疑問をもったことを、授業だけで終わらず、長く考
え続けてほしいと思います。図書館には、同じようなテーマで読み物系の本もあ
ります。ぜひ読んでみてください。また、「読書新聞」の作成も始まり、来館者
が増えております。この機会に新しい本との出会いをしてください。図書委員が
届けたい本、夏の宿題「読書郵便」
などを展示していますので、
今月のおすすめの本！
参考にしてください。

君に届け！読書郵便の一部を掲示

図書館内にも、紹介さ
れた本と共に読書郵便縮
小版を展示しています。

網

若い読者のための『種の起源』

476

チャールズ・ダーウィン ／著

ダ

レベッカ・ステフォフ／編 鳥見 真生／訳

自然選択（淘汰）による進化の理論を提唱し
たあまりにも有名な『種の起源』。この原書の流
れを変えずに簡略化したリライト本です。写真
や挿絵、注釈が入っていて、読みやすくなって
います。現代科学で誤りと分かった部分を割愛
し、最新動向のコラムが加えられていています。
理科好きでない人でも興味が広がる美しい本
なので、ページを開いてみてください。
＊『ダーウィンの「種の起源」: はじめて
の進化論』も素敵な絵本です（展示中）。

夏休みの宿題で作成した”伝統の”読書郵便。その一部を図書
館前に掲示しました。力作揃い！本選びのヒントにしてください。

596
ワ

『ブロードキャスト』湊かなえ／著

『大好き！チョコレート
脇 雅世／著
のお菓子』

中学校の時に事故にあい、大好きだっ
た陸上をやめることになった圭祐は、友
だちに誘われ放送部に入ります。初めは
あまり乗り気ではなかったけれど、段々
のめりこみ、仲間と一緒に全国大会を目
指します。ぜひ読んでみてください。

チョコレートの魅力を存分
に引き出したレシピ紹介。

『この人を見よ！
歴史をつくった人びと伝

野口 英世』
この本は、野口英世
の一生を描いた本です。
子供の頃から努力家で、
どんなこともあきらめ
ない精神を持つ人です。

『フランダースの犬』

図書委員のメッセージ紹介！

『告白』ＹＡアンソロジー
バレンタインの季節にぴっ
たりな一冊になっています。
いくつかのお話が一冊の本に
なっているのでたくさん読め
ない人にもオススメです。
胸キュンしたい人はぜひ手に
とって読んでみてください。

ウィーダ／著 野坂悦子／訳
この本は、ネロという男の子と
パトラッシュという犬の深い友情を
描いたお話です。あるとき、ネロは
ひどいことを言われたのに、アロワ
の父親の財布を届けに行ったことが
ありました。このように、ネロは貧
しい暮らしの中でも、優しい心を
持っています。心温まるお話です。

『雨ふる本屋』 日向 理恵子／著
ある日、おつかいを頼まれていたル
ウ子は、帰りに雨やどりをしてしまい
ます。すると、ひょんなことで、雨ふ
るふしぎな本屋にたどり着きます…。

『そして父になる』

是枝裕子和／著

あなたがいる環境はとても幸せなんだ。誰かを
愛したり、助けたりするのがあたり前ではない。
そんなあなたにこの本を読んでもらいたい。

*リ はリクエスト本
*Ｓ は新書版
書名

分類番号

著者名

１５９ コ

「空気」を読んでも従わない

１８８ ネ

ねこ禅 人生がふニャっとなごむ50の教え

*Ｓ

鴻上 尚史
菅原 研州／監修

出版社

一言コメント

岩波書店

「世間」と「社会」との違いとは?

KADOKAWA ねこの写真×禅の言葉で和む!

２２７ マ １ まんが パレスチナ問題

*Ｓ 山井 教雄

講談社

永関先生推薦！ ２人と１匹が、

２２７ マ ２ 続 まんが パレスチナ問題

*Ｓ 山井 教雄

講談社

旧約聖書の時代から21世紀まで
の「パレスチナ問題」をガイド

くらべてわかる地球のこと

４０２ ナ

北極と南極の「へえ～」

４４０ シ

人類が生まれるための１２の偶然

４６７ ダ

中山 由美

*Ｓ 眞 淳平

若い読者のための『種の起源』 [入門生物学]

学研プラス
岩波書店

チャールズ・ダーウィン あすなろ書房

Ｅ４６７ ダ ダーウィンの「種の起源」はじめての進化論

サビーナ・ラデヴァ
鈴木 純

雷鳥社

植物約30点をつぶやきと共に!

ちいさなかわいい ハーベストマウス

ＭＤＮ編集部／編

ＭＤＮ

植物などと戯れるかわいい姿!

６１６ ト

お米は生きている

富山 和子

講談社

日本人と米との深～い関わり!

７７４ マ

マンガでわかる歌舞伎

漆澤 その子／監修

誠文堂新光社

７７７ マ

マンガでわかる文楽

編集部／編

誠文堂新光社

「ユネスコ無形文化遺産」である
伝統芸能「文楽」の魅力が満載！

９０８ ゴ

５分後に意外な結末 白銀の世界に消えゆく記憶 *リ

９１３ カ

星くずクライミング

９１３ タ

１５歳、まだ道の途中

９１３ ナ

私は存在が空気

中田 永一

９１３ モ

蝶の羽ばたき、その先へ

森埜 こみち

９１３ ヤ

約束 （ＹＡ！アンソロジー）

９１３ レ

長浜高校水族館部！

令丈 ヒロ子

講談社

９１４ テ

ガラスの地球を救え

手塚 治虫

光文社

９３３ ガ

マザーランドの月

サリー・ガードナー

小学館

Ｂ９１３ ミ 仏果を得ず

三浦 しをん

双葉社

Ｂ９１３ オ 僕が愛したすべての君へ

乙野四方字

早川書房

Ｂ９１３ オ 君を愛したひとりの僕へ

乙野四方字

早川書房

Ｂ９３２ シ ロミオとジュリエット

シェイクスピア

４７０ ス

そんなふうに生きていたのね

４８９ チ

まちの植物のせかい

岩波書店

女性記者として何度
も現地で取材してきた
著者が、「北極」と「南
極」の違いや、地球環境
の変化などを紹介！

学研プラス
樫崎 茜

*Ｓ 高原 史朗

くもん出版
岩波書店
祥伝社
小峰書店
講談社

*リ

微妙に違う並行世界
と恋愛を描いた小説。
２作品がペアーとなって
いるので、両方読んで！

ヴェローナの2つの名家、モンタギュー家の1人息
子ロミオと、キャピュレット家の一人娘ジュリエットが、
互いに一目惚れするが、２つの名家は仇敵だったの
で、自分たちだけでは、どうすることもできず…（中略）
…名前だけでは楽しめません。時間があったらぜひ
読んでみてください。(２Ｃ M さん 郵便より)

＊実際にある高校を何度も取材して描かれ
た小説ですが、登場人物は架空です。

＊父と子の「14歳の夏」が、時代を飛び越えて
丁寧に描かれています。

独裁国家に住む 難読
症のスタンディッシュは、
隣に越してきたヘクター
と親友になります。しかし、
月面着陸の秘密を知り・・・。

シェークスピア／著 中野 好夫／訳

愛媛県の北の方にある長浜高等学校。そこに
は日本唯一の水族館部があります。その部では
「ながこう水族館」を運営していて、１００以上の水
槽、１５０種、約１２００匹の海や川の生き物を飼育
しています。主人公の井波あきらは、いろいろな問
題に直面しますが…。(３Ｂ H さん 郵便より)

『14歳の水平線』 椰月 美智子 ／著

突発性難聴になった中二の結。
戸惑いや不安、その先の一歩！

『ロミオとジュリエット』

『長浜高校水族館部！』 令丈 ヒロ子／著

本州から離れた小さな島のサマーキャンプに参
加した中学生の成長物語。それぞれの家族や友だ
ち、進路の悩みをかかえ、ときにはぶつかり合いなが
ら、仲を深めていきます。自分たちと同じ年代の子
のどもが主役となっているので、共感する場面も多
くあるでしょう。また、普段の大きな建物に囲まれた
生活から離れ、大自然にふれる生活の物語に心を
癒されるのでは？ (３Ａ K さん 郵便より)

新潮社

中学３年生で起こる
日常の出来事を追って
います。エピソードごと
に感じる不安や葛藤・先
生や仲間との関わが、リ
アルに伝わってきます。

＊世界的恋愛悲劇の代表作です。巻末に登場人
物表や、当時の舞台の様子などの解説付き。

『ガラスの地球を救え』 手塚 治虫 ／著

『私は存在が空気』 中田 永一 ／著

「地球を死の惑星にしたくない」

（内容） 存在感を消してしまった少女の話。

マンガの神様、手塚治虫が警鐘を鳴らす
地球の環境問題。代表作『鉄腕アトム』、永遠
の命をもつ『火の鳥』、天才外科医『ブラック
ジャック』など、様々な作品を通して手塚先生
が残したメッセージ、伝えたかったことが、この一
冊にまとまっています。 手塚先生のものの見
方や、未来を予測し描く世界にただただ圧倒
される本です。 (３Ｄ M さん 郵便より)

ジャンプすると瞬間移動する力を手に入れた
引きこもりの少年。危険な発火能力を持って
いるのに木造アパートに住む住人。奇妙で、
しかし切ない超能力者×恋物語。短編です。
（推薦理由）多くの人が共感できるのでは。
ぜひ、自分の存在感に危機感を持っている
人に読んでみてほしいのです。
(３Ｂ M さん 郵便より)

