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特集！

図書委員会アンケート結果報告

＆

新着図書紹介！

合唱する歌声が図書館にも響き、歌を口ずさみながら移
動する姿を見かけるにつけ、秋を感じています。秋は読書
もすすむ季節。様々なイベントも企画中です。（職場体験・
修学旅行・定期考査Ⅲが終わった頃から開催する予定です）
さて、今回紹介するのは、人権について考える本。自国の
価値観を絶対と信じ、異なる文化や宗教を持つ人たちを見下
すという愚かな歴史が今なお続いていることを様々な本から
読みとってください。
図書委員おススメの本展示中！

★こんな図書館だったらいいな

★読んで面白かった本
『かがみの孤城』

『No6』あさのあつこ／著

後期図書委員会より

辻村 深月／著

理想都市でエリート教育を
部屋の鏡が光り始め、その
受けた紫苑は12歳の誕生日に 先には？居場所のない少女
ある少年と出会います。スリ たちの繊細な心理が巧みに
リングなディストピア小説。 描かれた異世界ミステリー。

＊人気の朝読書。貸出冊数
No1,全巻読破の生徒も。

＊常に予約待ち、自分で購入
した生徒もいる人気の本。

アンケートにご協力
いただきありがとうご
ざいました。この声か
らより良い図書館を
作っていきます。ぜひ
来て楽しんでください。

「一人で静かに読書できる」「く
つろげる 」「自習ができる」など
静かにゆっくり過ごししたい生徒が
とても多いことがわかりました。同
時に、「話せるスペース」「多様な
ジャンルの本」「本の内容がわかる
ような工夫」を望む声もあり、図書
委員会で話し合いながら、改善して
いきたいと思います。(アンケート

ど

結果の詳細は図書館に掲示します）

他にも人気だった本

・『チョコレート工場の秘密』
『私の身に起きたこと:
とあるウイグル人女性の証言』

ロアルド・ダール／著

・『ハリーポッター』
ローリング／著

・『５分後に意外な結末』

１年図書委員
による出張
貸出の様子

『ぼくはイエローでホワイト
で、ちょっとブルー ２』
ブレイデイみかこ／著 新潮社

アイルランド人と結婚しイギリス
で暮らす著者が、地域の元底辺
中学に通う息子の生活を通して体験する
毎日をユーモラスに描いたエッセイの続編。
今回は、緊縮財政により変化する住民の階
層や街の様子も語られています。イギリス
の教育システムや授業の多様性、そこで繰
り広げられる率直な話し合いなど興味深く
読めます。音楽部のバンド脱退など、親の知
らない「ぼくのライフ」も垣間見られ、それ
も含め息子の成長を楽しんでいる家族の
微笑ましい様子が伝ってきます。

清水 ともみ／著 季節社
隣国である中国の自治区
には、別民族が住んでいます。
この漫画絵本は、ウイグル人
であるからという理由だけで、
弾圧を受けていることを、命
がけで告発する、現在進行形
のノンフィクションです。
、

法務省：人権擁護活動シンボルマーク

『ザリガニの鳴くところ』
ディーリア オーエンズ／著
友廣 純／訳 早川書房

アメリカ南東部の湿地帯で男性が不審死
し、「湿地の少女」が犯人だと疑われます。
果たして真相は・・・。物語には事件当時と、
家族に次々と置き去りにされた少女が孤独
と蔑みに耐えながら生き抜いてき
た様子が交互に描かれていきます。
湿地を知り尽くした彼女の生命力、
事件の行方から目が離せません。

『熱源 』川越宗一／著 文藝春秋
樺太で生まれ育ったアイ
ヌのヤヨマネクフと、ポーラ
ンドで皇帝暗殺計画に巻き
込まれ囚人として樺太に流
されてきたブロニスワフ。
二人が生き抜いた数奇な運命と敗戦
までの激動の世が描かれた史実をも
とにした小説です。政策や教育の名の
もと、言葉や文化が奪われようとする
逆境の中で、自分たちのアイデンティ
ティを見出していく熱さを感じます。

10月

他にも継続本･学習本などあります
＊リ・・・リクエスト本

049 大人も知らない？ふしぎ現象事典

「ふしぎ現象」研究会

141 情報を正しく選択するための認知バイアス事典

情報文化研究所 フォレスト出版

164 世界の神様

平藤 喜久子

解剖図鑑

中世考古〈やきもの〉

＊リ

ﾏｲｸﾛﾏｶﾞｼﾞﾝ社 「よくある」けれど名前を知らない現象！
エクスナレッジ

浅野 晴樹

新泉社

280 すごい人ほどぶっとんでいた！オタク偉人伝

小川 晶子

アイコム

291 軍艦島 池島 長崎世界遺産の旅

黒沢永紀

210.4

291

１．日本列島の歴史と地理

291 日本の島じま大研究

２．日本の島じまの大自然と気候

291

３．日本の島と領海・EEZ

酒井透

筑摩書房

稲葉 茂勝／著
田代 博／監修

あすなろ書房

316 私の身に起きたこと: とあるウイグル人女性の証言

清水 ともみ

季節社

319 こんなに恐ろしい核兵器

鈴木達治郎 他

ゆまに書房

369 子ども白書

日本子どもを守る会

かもがわ出版

376 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー２

ブレイディ みかこ

新潮社

382 カムイの世界: 語り継がれるアイヌの心

堀内みさ 堀内昭彦

新潮社

全2巻

383 伝統写真館 日本の食文化 4首都圏8近畿
445 生き物がいるかもしれない

荒舩 良孝

SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

445 地球以外に生命を宿す天体はあるのだろうか？

佐々木 貴教

460 生物と無生物のあいだ

福岡 伸一

講談社

488 電柱鳥類学: スズメはどこに止まってる?

三上 修

岩波書店

498 たべもののしくみとはたらき図鑑

北村 真理他

創元社

519 最近、地球が暑くてクマってます。

水野敬也 長沼直樹

文響社

686 ３６５日日本一周鉄道の旅

蜂谷あす美

いろは出版

720 女性画家10の叫び

堀尾 真紀子

岩波書店

815 「言いたいこと」から引ける

敬語事典

西谷 裕子／編集

岩波書店

東京堂出版

913 教室に並んだ背表紙

＊リ

相沢沙呼

集英社

913 亜ノ国 水と竜の娘たち

＊リ

柏葉 幸子

KADOKAWA

913 彼岸花が咲く島

＊リ

李 琴峰

文藝春秋

913 きみとホームで待ち合わせ

＊リ

神戸 遥真

923 ミカンの味

チョ・ナムジュ

講談社

＊リ

J.K.ローリング

静山社

933 イッカボック

＊リ

J.K.ローリング

静山社

ﾃﾞｨｰﾘｱｵ・ｵｰｴﾝｽ

B913 チーム

堂場 瞬一

B913 革命前夜

須賀 しのぶ

文藝春秋

B913 沈黙のパレード

東野圭吾

文藝春秋

早川書房

松村 涼哉

KADOKAWA

ｴｲﾀﾞﾝ・ﾁｪﾝﾊﾞｰｽﾞ

徳間書店

E913 ゲナポッポ

クリハラ タカシ

白泉社

E933 ぼくは

ジョーダン・スコット

偕成社

『 教室に並んだ背表紙 』

相沢沙呼／著

図書委員の佐竹はクラスで陰キャと
言われ、疎外感を抱きます。特に苦手
な三崎が急に図書館に来るようになっ
たことに戸惑い・・・。この本は、中学校
の図書室を舞台に、中2の女子たちの、
友人関係や将来への不安、揺れる心情
などを繊細に描いた6編の連作短編集
です。「現実と違う物語が苦手」な人、
叙述トリックが好きな人にもお勧め。

『 太陽ときみの声』

①核兵器はこうして作られた②核兵器
のない世界へ―写真、地図を豊富に取り
入れ、見開きでわかりやすく解説された本。

太陽系の中に生命を宿す天体がある
のか？太陽系の外の惑星は？最新の観測
結果を盛り込んだ興味深い惑星科学入門。

電柱や電線へのとまり方にも、鳥によっ
て特徴が！鳥類学者が電柱にまつわる
様々な知識を伝授してくれる興味深い本
ＴＰという言葉わかりますか？
この本は、地球温暖化について
や今の時代にできることを、シロ
クマのユーモラスな写真付きで、
わかりやすく教えてくれます。
胸の内の違和感を様々な体験を通し
のどうどす
て克服してきた女性画家１０人の作品と
生き方を紹介！著者は松溪中出身です。
女性だけが〈女語〉を使い、
どうどす
島の歴史を学ぶことを許され
た架空の島が舞台。彼岸花が
咲く島に少女が漂着しますが、
傷だらけで記憶がなく・・・。

豊かなコルヌコピア王国の
どうどす
北部に暗くて霧深い土地があ
り、イッカボッグという怪物が
棲むという。この伝説を本当
だと信じ込まされた人々は・・・。

実業之日本社 駅伝「学連選抜」チームの青春葛藤物語

B933 おれの墓で踊れ
川のように話す

「日本列島」とはどこのこ
と？日本の島について知る
シリーズ、3巻では日本最南
端の沖ノ鳥島をはじめ、排他
的経済水域などにも触れる。

６人それぞれの淡い恋を描く連作短編集

933 ザリガニの鳴く所

＊リ

歴史を秘めた軍艦島＆体感できる池島

朝日新聞出版 『82年生まれ、キム・ジヨン』の著者の小説

932 ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅

B913 １５歳のテロリスト

「ファーブルはきのこオタク」「アンデル
センは人形あそびオタク」など、偉人３２人
の「子ども時代」のぶっとびエピソード！

文字文化をもたないアイヌ
民族が、代々語り継いできた豊
かな伝統文化・歴史・精神を美
しいアイヌ語と写真を添え紹介。

農文協

星の図鑑

論理学・認知科学・社会心理学3つの専門
分野から、自分の偏った情報の受け取り方
のクセを知る。正しく見るための一歩！

川端 裕人／著
部活でも、クラスでも、とても充実して
いた高校２年の一輝は、サッカー部の
キャプテンに指名されます。そんな矢先、
突然視力が落ち、人生が一変します。中
途視覚障害への戸惑いと不安、ブライン
ドサッカーとの出会い、家族や仲間たち
に支えられ居場所を見つける姿を描い
た本。パラリンピックで注目のブラインド
サッカーについての理解も深まります。

冷戦下の東ドイツ。ドレスデン
どうどす
に留学したピアニスト眞山は、
教会でバッハの曲を弾く美貌
の女性に出会いますが、彼女は
国家保安省の監視対象で…。
吃音をもつカナダの詩人
どうどすmarusero
が少年の頃の実体験をもと
にして描いた絵本です。父が
静かな川べりでかけてくれ
た忘れられない言葉とは？

『ミカンの味』

チョ・ナムジュ／著
矢島暁子／訳

中学校の映画サークルで出会った
4人の女生徒は、出願すればほぼ合格
する高校へ一緒に行こうと約束を交わ
すのですが・・・。学歴重視の社会を背景
に、成績も境遇もバラバラな4人の揺
れ動く心情やいきさつが章ごとに視点
と時間を変え語られ、事実が明かされ
ていく、サスペンス仕立ての物語です。

