
「敬老の日」は、兵庫県のとある村が「お年寄りを大切にし、
お年寄りの知恵を生かした村作りをしよう」と考え、9月15日を
「としよりの日」と提唱したのが始まりで、日本生まれの記念日だ
そうです。今回紹介する本には、居場所
をなくした主人公に寄り添い、自分
探しをゆっくり見守ってくれる経
験豊富で魅力的な年長者が登場！

特集！ この時期おすすめの本紹介！ ＆ 新着図書紹介！
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学校司書 新木

華道部の生け花から、秋を感じる今日この頃。
七十二候では「鶺鴒鳴 (せきれいが鳴き始め
る頃)」だそうです。セキレイはもともとは寒い
地域の鳥で、北海道や東北でしか見かけない鳥
でしたが、気候変化により生息地は南下。現在
は西日本でも見ることができるようです。文
化の秋、華道部が舞台の『ハジメテヒラク』
新着図書コーナーに展示中です。

図書館からのお知らせ

・・ ・・

★夏休みの貸出の本を返却しましょう

返却期限は、過ぎています。

★OPACシステム「ようこそ図書館へ」を利用

して、タブレット上から自分の貸出状況がわ

かり、予約もできますが、利用者番号を入力

する必要があります。番号を知りたい人は、

司書に聞きに来てください。(予約は１冊)

8月2日・3日
図書館の
蔵書点検

支援本部・保護者
の方に手伝って
頂き、蔵書点検・
棚清掃を行いました。
ありがとうございました。

今回の点検で不明

となった本のタイト
を各クラスに掲示し
ています。(貸出処理

のミスも含む）見つけ
た人は、図書館まで
持ってきてください。

図書館からのお願い

783.7
ハ

『あの夏の正解』早見 和真／著

人体の限
界

『世界史は化学でできている』
左巻 健男／著

＊気楽に読める本紹介

『人間はどこまで
耐えられるのか』

アッシュクロフト／著

『地球のカタチを
哲学する』

ギョーム・デゥプラ／著
昔の人が考えた地球

の形のイメージを紹介
した美しい仕掛け絵本。

「人体の限界」を実
際の実験の数々で調べ
た驚くべき生理学の本。

両親を亡くした小学生の萌花とＤＶ夫

から逃げてきたゆりえは、避難所で知り

合ったキワおばあさんと子狐岬の古民

家で不思議な共同生活を始めます。東

北大震災を背景に、遠野の昔話を織り

込んだファンタジー。二人を温かく守る

キワさんが不思議な生き物たちとも友

達のように接しているのが印象的です。

『雲を紡ぐ』 伊吹 有喜／著

目に見えぬ原子や分子がいかに人類史に
影響してきたのか、興味ある題材を拾い読
みできる楽しい本です。「ジハイドロゲン
モノオキサイド」という恐ろしい物質の正
体、ハイヒールの始まりなど小ネタ満載！

『岬のマヨイガ』 柏葉 幸子／著

いじめで高校に通えなくなった美緒。

教師の母親から激しく責められ、無口

な父とも心が通じず、居たたまれなく

なり、疎遠であった祖父のもとへ飛び

出します。岩手県盛岡市のホームスパ

ン工房を舞台に、家族の葛藤や伝わら

ぬ思いをシビアに丁寧に描いた家族小

説です。祖父と生活しながら自分の手

で羊毛を一から紡いでいく美緒。「せが

なくていい」から「自分の色を選ぼう」

と優しく背中を押してくれる、祖父の温

かな言葉が染みてくる話です。

９月２１日(９月第３月曜日)は「敬老の日」です。

華道部

「夏の甲子園が中止」となった

昨年。「甲子園」という夢を失った

時、何を感じ、どう振る舞うことが正解なの

か、前代未聞の事態に戸惑います。この本は、

野球の強豪、愛媛県の済美高校と石川県の

星稜高校の監督や３年生部員に密着取材し

たドキュメンタリーです。元強豪校で補欠に

甘んじた著者だからこその切り口で、本心に

迫っていきます。「3年生中心か、ベストメン

バーか」チーム結成を模索し、立ち位置も

様々な彼らが葛藤しながら、それぞれに

考え抜いた「その夏の正解」とは。特別な

日々を過ごす皆さんへの一冊。

司書おすすめ



141 下條 信輔 中央公論新社

159 堀越 英美 朝日新聞出版

2－－

2－－

280 砂崎 良 朝日新聞出版 地理を通して政治・経済・文化などを知る

289 ﾌﾞﾗｯｸｳｪﾙ＆ﾎﾌﾞﾃﾞｲﾌﾞ あすなろ書房

291.9 武田 剛 フレーベル社

306 堀江貴文×落合陽一 ＳＢクリエイティブ

316 ｱﾝﾄﾞﾘｭｰﾌｪｲｶﾞﾝ他 丸善出版

317 深光富士男 佼成出版社

334 多文化共生２０の物語

334 はじめて学ぶ多文化共生

334 課題編

366 大泉書店編集部 大泉書店 今からできる「可能性を広げるみちしるべ」

367 ジョニー・シーガー 明石書店 女たちの経験・現在地・これから

400 元村 有希子 毎日新聞出版

430 左巻 健男 ダイヤモンド社

491 池谷裕二 新星出版社

507 増田 まもる 東京書籍

539 安東 醇 通商産業研究社

783 早見 和真 新潮社

813 西谷 裕子 東京堂出版

814 時田昌瑞・山口政信他 岩波書店

913 伊吹 有喜 文藝春秋

913 小手鞠 るい 小学館 

913 こまつ あやこ 講談社

913 映画化決定 友井 羊 朝日新聞出版

913 まはら 三桃  ポプラ社

913 森 絵都 朝日新聞出版

916 島岡 由美子 かもがわ出版 人々の自立を目指し奮闘する「革命児」

933 カゾオ・イシグロ 早川書房

933 アンジー・トーマス 岩崎書店

B913 朝比奈 あすか KADOKAWA

B913 浅原 ナオト 新潮社 「新潮の30冊」配布後、リクエストNo1本

B913 宮部 みゆき 角川書店

B913 木宮 条太郎 実業之日本社

B933 ディッケンズ 新潮社

サブリミナル・マインド

　アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イ

タリア、中国、ロシア。一冊で国の誕生か

ら現在までの流れをザックリ掴める。
河出書房新社

女性の世界地図

科学のミカタ

クラスメイトは外国人

10代のための資格・検定

明石書店

「外国につながる子ど

もたちの物語」
編集委員会／編

みなみななみ／ﾏﾝｶﾞ

世界と日本がわかる国々の歴史　Part1全3巻

世界と日本がわかる国々の歴史　Part2全4巻

ルース・ベイダー・ギンズバーグ

ハイパーレスキュー災害現場へ走れ

もうひとつの屋久島から　世界遺産の森が伝えたいこと

10年後の仕事図鑑

人権の世界地図

日本と世界の地理　リアルな今がわかる

モヤモヤしている女の子のための読書案内

絶対に面白い 化学入門 世界史は化学でできている

脳と心のしくみ

こんなにスゴイ！未来のせかい

中学生にもわかる放射線・放射能と原子力発電

今夜、もし僕が死ななければ

三島屋変調百物語(1.おそろし・2.あんじゅう）

水族館ガール　４～６巻

大いなる遺産　上・下巻

カザアナ

零から０へ

オン・ザ・カム・アップーいま、這い上がるときー

君たちは今が世界

あの夏の正解

世界ことわざ比較辞典

「言いたいこと」から引ける慣用句・ことわざ・四字熟語辞典

クララとおひさま

庭

雲を紡ぐ

ハジメテヒラク

アフリカから、あなたに伝えたいこと

どうどす

『クララとおひさま』カズオ・イシグロ／著
土屋 正雄／訳

『君たちは今が世界』 朝比奈 あすか／著『ハジメテヒラク』 こまつ あやこ／著

＊リ

どうどす

他にも継続本･学習本などあります

＊リ・・・リクエスト本

どうどす

どうどすmarusero

小学生の頃仲間外れにされた経験

から、友達の恋愛には関わらないよう

に心掛けている中学1年のあみ。憧れ
の従姉の影響で、学校での出来事を

脳内実況することが隠れた趣味です。
ひょんなことから廃部寸前の華道部

に入部する羽目に。華道×実況という

不思議な取り合わせの青春小説、季
節を意識した華道の魅力も満載です。

＊リ

＊リ

9月

＊リ

＊リ

＊リ

「人の心は潜在的・無自覚的な過程に

も強く依存している」という内容の本、

心理学に興味のある人におすすめです。

外国から来た友だちが、日本
に住み、どのような問題と直面
しているのか、まんがを通して
考えるシリーズ本。(館内閲覧用)

中二の真奈はいじめられ不登校に。
亡き父の両親が住むハワイで休暇を
過ごすことになった彼女の成長物語。＊リ

＊リ

＊リ

＊リ

＊リ

「宇宙エレベーター」、空中
に浮いた街「FUWATT２2050」
「オーダーメイド医療」など、壮
大な未来構想から実現間近な
ものまで夢のある未来を紹介

最先端研究から身近な科学ネタまで、
科学記者としてウォッチしてきた「へぇ」
を「枕草子」のごとく書き綴ったエッセイ。

言いたいことがあるのに適当
な言葉が見つからないとき、人
を説得したいときに効果的。１２の
項目から探して慣用句や四字熟
語を自在に使いこなせます。

ある事件を境に心を閉ざした
17歳のおちかは、袋物屋を営む
叔父夫婦の元で暮らします。そ
こを訪れる客の不思議な話を
聞くうちに・・・。（シリーズ本）

「東日本大震災」の大規模消火活動で
は「スーパーボンバー」をフル活用、原発
事故には「屈折放水車」で放水を!

どうどす

ラッパーを目指す女子校
生ブリは、ある日校門の警備
員から疑われ暴力を受けま
す。日常的な人種差別対応に
抗議の声が沸き起こります。

高校生のナオトは過去に描いたマンガ
のネームを映研ハルに見られ、映画化した
いと頼まれます。青春恋愛小説です。

父が戦死し大学を辞め鉄道技術研究所
に就職した聡一。そこには戦闘機を設計し
たことを悔いる壮年の技術者が。

女性の進出が困難な時代
に、法曹界に関わり、平等の実
現のため人生を捧げてきた、
今は亡きＲＢGの生きざまと印
象的な発言を集めた本。

学級崩壊の危機にある６年３組を章ご

とに語り手を変えて描いた連作短編集。

本心とは逆の言葉や態度をとってしまう
心情や、後に振り返れば些細なことで

も「今が世界（すべて）」と追いつめられ
ていく胸中が丁寧に描かれています。

その中で彼らはどういう行動をとってい

くのでしょうか。エピローグでは、少し大

人になった彼らの様子も語られています。

語り手のクララは太陽光で動くＡⅠ。

旧型ですが、優れた能力と洞察力の持

ち主です。病弱なジョジーの目にとまり、
人工親友として購入されます。ジョジー

の言動を観察し、寄り添う姿が純粋で、
少しＡⅠ的なところも微笑ましい友情

物語です。一方で、社会格差、科学と人

間の在り方なども考えさせられる作品
です。『私を離さないで』もおすすめ。


