
ある出会いをキッカケにピアノ調律

に魅せられた外村は念願の調律師とな

り働き始める。ひたすら、

人と音と向き合い、旋律の

森へと深く分け入り成長す

る話です。(中略)「調律師」

という職業の奥深さが垣間

見られました。(２D・Yさん）
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吹奏楽部というだけで合唱コンクール

の指揮者にされた早紀と、その同級生4人

が、それぞれ葛藤しながらも自分に向き合

い、仲間とともに合唱曲「ソノリティ」

をつくりあげていく姿を描いた青春群像

集です。この学校にも起こっていそうな、

等身大の小説、淡い恋心も味わえます。

10月、後期図書委員の活動が始まりました。前期からの引継
ぎや、生徒からの要望に応えようと一生懸命頑張っています。
まずは「校内合唱コンクールを盛り上げる本」を展示しました。
図書委員おすすめの展示本や、音楽にちなんだ本を借りた人には
貸出1冊プラス券を差し上げます。また、音楽をテーマにした本
を紹介している「読書郵便」も校内に掲示中です。

『ソノリティー はじまりのうた』
佐藤 いつ子／著

『マリアンは歌う』
パム・ムニョス・ライアン／著

図書委員オススメの本展示中！

『ビート・キッズ』 風野 潮／著

「お前にリズム感がある!」天性

の音楽センスがある菅野七生に、

冴えない父親と体の弱い母親をも

つ横山英二は言われる。ドラムで花火の音を

響かせるためにブラスバンドに加入する英二

は様々なことを学んでいく…。(２A・Tさん)

仲の良かった親せきの真ちゃ

んが「歌をうたいたい」という

自分の夢をかなえるため、新宿

に引っ越してしまうことに…。

最後の日に真ちゃんからもらった

ドラムのスティックの意味は？(1A・Aさん)

真ちゃんは高校には行かず、

バイトをしながらロックバン

ドの活動に打ち込んでいる。

金髪頭に眉を顰める人もいる

けれどゆきにとっては昔も今も

変わらぬ存在だ。(1C・Nさん))

『リズム』 森 絵都／著

『風に恋う』 額賀 澪／著

この本は、かつて吹奏楽の名門

だった私立千門学院高校に入学した

茶園基が、黄金世代の部長だった不

破瑛太郎と共に弱体化した吹奏楽部を吹奏楽

コンクールに出場させようと奮闘する物語。

大きな夢がある人、そうでない人にも希望を

与えてくれると思います。(２C・Sさん)

『夜に駆ける YOASOBI小説集』
星野舞夜, いしき蒼太 他／著

この本を読みながら、曲を脳

内再生したり、歌詞を思い出し

たりすると、「この歌詞はこの

文の意味だったんだ！」という

発見ができます。(１C・Aさん）

『羊と鋼の森』 宮下 奈都／著

『表参道高校合唱部！』
櫻井 剛／著

この本は、転校してきた香川真琴

が廃部寸前の合唱部を盛り上げよう

とするが、喧嘩や病気などハプニン

グが巻き起こり、それら

を乗り越える感動ストー

リーです。ハラハラドキ

ドキな展開が好きな方に

おススメします。

(２B・Tさん)

＊読書郵便の内容

を一部記載

幼いころから歌うことが大好きだった

マリアンは、周りからも期待されて育ち

ますが、黒人という理由で音楽学校への

入学や、由緒あるステージに立つことを

拒まれます。類まれな歌声で世界を魅了

したマリアンが、誇りを失わず、魂の歌

を歌い続けた人生を描いた実話絵本です。

音大附属の受験に失敗した玲は、

今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

校内合唱コンクールで指揮をするこ

とになるのですが、気持ちがバラバ

ラで散々な結果に・・・。この本はそこ

から展開する7編の連作短編集で、

同級生たちの様々な思いが描かれて

いきます。歌をきっかけとした物語

の中で、ゆるやかに自分や周りを受

け入れていく感じが素敵です。

『よろこびの歌』宮下 奈都／著

こ
の
絵
本
も
読
ん
で
！

図書委員
おすすめ
の本
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291

291

329 稲葉茂雄／著 新日本出版社

369 コイケ ジュンコ 岩波書店

383 文化学園服飾博物館 ラトルズ 約５００点の写真で見る衣服の歴史と文化

481 今泉 忠明／監修 ポプラ社

482 小宮 輝之 少年写真新聞社

492 加藤 啓一／監修

493 樋口 進

493 阿部 和穂 PHP出版社

493 坂根 直樹 南山堂

493 １．人類の歴史から考える

493 ２．人類の知恵と勇気を見よう

493 ３．この症状は新型コロナ？

493 ４．「疫病」と日本人

493 ５．感染症に国境なし

493 ６．感染症との共存とは？

498 淺野 牧茂 少年写真新聞社 タバコの煙にどれだけ害があるのかわかる

498

518

519 ｱﾑｿﾝ=ﾌﾞﾗｯﾄﾞｼｮｰ

519 小西 哲之 PHP研究所

598 主婦の友社／編集  主婦の友社

713 田島 享央己 河出書房新社

727 筧 菜奈子 エクスナレッジ

783 川村 卓 辰巳出版

830 町田 淳子 光村教育図書 

911 石 寒太／編集 ナツメ社 

911 主婦の友社

911 主婦の友社

913 佐藤 いつ子  KADOKAWA 

913 ブレイディみかこ ポプラ社

913 升井 純子 文研出版

913 又吉 直樹 ポプラ社

932 J.K.ローリング 静山社

B913 五十嵐貴久 双葉社

B913 伽古屋 圭市 小学館

B913 京極 夏彦 講談社

B913 辻村 深月 新潮社

パンデミック　プラネット

ソノリティー　はじまりのうた

両手にトカレフ

Ｆができない

その本は

ファンタスティックビーストとダンブルドアの秘密

ぼくたちのアリウープ

かすがい食堂

今昔百鬼拾遺 鬼

ツナグ　想い人の心得

「次の一球は?」野球脳を鍛える配球問題集

英語で学び、かんがえる今日は何の日　全４巻

ハンディ版 オールカラー よくわかる俳句歳時

新版いちばんわかりやすい俳句歳時記 春夏 辻 桃子、

安部 元気

プラスティック　プラネット

家庭の医学 すぐわかるよくわかる

シドロモドロ工作所のはじめてのお彫刻教室

日本の文様解剖図鑑

新版いちばんわかりやすい俳句歳時記 秋冬新年

ＣＯ2はどこへ行くのか？

まるごとわかる！生活習慣病

ウィルス・感染症と

「新型コロナ」後の

わたしたちの生活

山本太郎／監修

稲葉茂雄／著し
新日本出版社

少年写真新聞社

リサイクル　プラネット 評論社

タバコは全身病　完全版

アンナ・

クレイボーン

親を頼らないで生きるヒント

中型聖書 - 新共同訳NI53

ニッポンを解剖する！　名古屋 東海図鑑

ニッポンを解剖する！　金沢 能登図鑑

国連ファミリー・パーフェクトガイド

世界の民族衣装図鑑

JCBﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

くらべてみよう！ 人と動物のからだ　全５巻

よくわかる薬物依存

新・アルコールの害

覚えておこう応急手当

人と動物の日本史図鑑　全５巻

激務の末、映像制作会社を若くして

退社した楓子。祖母が営んでいた東京・

下町の駄菓子屋をを継ぐことに。ある
時、下町セレブと名付けた少年が、菓子

を夕食として買っていると気づき、楓子

は放っておけず、店で一緒に食事しよう

と提案します。貧困、いじめ、摂食障害など児童

問題を丁寧に描いた連作短編集、食の楽しさを

共に体験しながら変化する姿が心にしみます。

どうどす

『かすがい食堂』 伽古屋 圭市／著 小学館『Ｆができない』 升井 純子／著 文研出版

どうどす

他にも鎌倉学習本などあります

＊リ・・・リクエスト本

のどうどす

どうどすmarusero

＊リ

えいｃ

10月

人類の歴史は、感染症との
闘いの歴史。英知や勇気で打
ち勝ったり、戦いの中で文明
が滅んだりした。このシリーズ
は、「正しい知識を」持ち「正
しくこわがること」を学ぶ本。
最後の巻では「共存」「新しい
生活様式」を考える。

『ツナグ』の続編。社会人となった使者
歩美を訪れる依頼者たちの秘めた想い
とは。死者との心を繋ぐ5つの感動物語。

家族のことで悩んでいる人に寄り添い、
どのようにSOSを出せばよいのかや社会的
な支援を受けて育った体験談などを紹介。

世界中の記念日の中から
「平和」「人権」「環境」「異文
化理解」の4つの観点で選び
トピックとして取り上げて紹介。
例えば、１０月９日は、「Ｗｏｒｌｄ
Ｐｏｓｔ Ｄａｙ」世界郵便の日。

＊リ

どうどす

「！

１．最新医学情報・２．健康の知恵袋・３．が
んの最新情報・４．食事の新常識・５．気にな
る病気が、すぐわかる、よくわかる本。

気候変動とCO2の仕組み、
「2050年カーボンニュートラ
ル」に向けて始まった取り組
みなど、一歩踏み込んだ内
容が、図や表を使って、分か
りやすく解説されている本。

日本の名所・文化を図解でわかりやすく
紹介するシリーズ。名古屋では、徳川時代、
モノづくりのまち、名古屋スケールを解説

＊リ
苛酷な貧困の中、ドラッグ中

毒の母、幼い弟と暮らすミア。
ある時図書館でカネコフミコ
(大正のアナリスト)の自伝に出
会い、自分を重ねていきます。

生活習慣病の現状や特徴

や、検査・診断、治療、患者

指導のポイント、治療法など

を、豊富なイラストとともに

具体的に解説した入門書。

配球のセオリーや基本となる考え方を
問題形式にまとめた本。問題に合わせて
配球を考えることで野球脳が鍛えられる。

大学進学で家を出る兄から、 「Ｆ

ができるようになったら、教えてやる」

とギターをもらった直大。引っ込み思

案で入学した中学にも馴染めません。

そんな時、ギターを少し練習していた
ことがきっかけで、タイプの違う友だ

ちができ、バンドを組み、文化祭で演

奏することに。楽しく読める本です。
直大は「Ｆ」ができたのでしょうか？

＊リ

＊リ

＊リ

＊リ

＊リ

日本史の時代ごとの生活や文化、政治
や経済の特色を、動物を通してみることで
新しい発見があり、歴史が身近になる？

予約・・・図書館カウンターで予約するか、

タブレットの「ようこそ図書館へ」

から予約してください。
*タブレットからの場合、生徒番号入力が必要。

リクエスト・・・図書館、返却ポストコーナーに

あるリクエストカードに記入して、リク

エストＢＯＸに入れてください。

*リクエストされた本の中から選定し購入します。

目が悪くなった王様の命を
受け、旅に出たふたりの男は、
たくさんのめずらしい本の話
を持ち帰り、王様のために夜
ごと語り出します。又吉直樹
とヨシタケシンスケの二人が
作り出した、笑って、しみる話。


