
この夏をどう過ごす？ 

あと一週間で夏休みです。さあこの夏休みをどう過ごしますか？1 学期の復習は

もちろん、課題に部活にお祭りにお家の手伝いと大忙しのことでしょう。そんな時

ですが、いつもよりは時間はたっぷりありますよね。読書にはもってこいのこの季

節！読書感想文という課題もありますが、それをきっかけにいろんな本を読んでほ

しいですし、素敵な本と出会ってほしいです。今回の新刊は図書委員が今井書店で

選んできた本の紹介です。さあどんな本があるかお楽しみに❤ ｂｙ司書 
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★の日は貸出も返却も自習もできます。利用してくださいね❤ 

❤夏休みの 

長期貸出を 
やってます。 

返却期限は 

８月19日まで、

冊数制限なし 

読みたい本を 

読みたいだけ 

どうぞ！ 

 

 

 

 
 

147-ﾅ 眠れないほど面白い死後の世界 

並木伸一郎 著 三笠書房 

人は死んだら、どうなるのか？ ◆体には

“魂”が宿っている？◆「生まれ変わり」は

本当にあるか――“あの世”の謎を解き明か

す本 

 

209-ｺﾞ 読むだけですっきりわかる世界史 

後藤武士 著 宝島社  

人類の誕生から第二次世界大戦終了まで、

教科書では理解しづらい因果関係を解説し、

重要事項も完全網羅。イエス、釈迦、シーザ

ー、始皇帝、ムハンマド、ナポレオン、レー

ニンと世界史を賑わした人物も総出演。これ

一冊で世界史の流れをイッキ読み。 

 

498-ﾐ 行ってはいけない外食 

南清貴 著 三笠書房  

ファストフードやコンビニの弁当類を含

む外食産業で提供される「食」は、「身体に

悪い物」で充ち満ちている。その中で、いか

に「身体に悪い物」を避けて通るか？そのた

めのヒントとなる情報を盛り込んだ、「外食 

が多い人」「外食好きな人」必携の安全ガイ

ド！ 

 

783-ｽ バスケットボール 1人でもできるト

レーニングブック 全 120 メニューをわかり

やすく紹介! : 「最高の自分」を目指そう! 

鈴木良和 監修ベースボール・マガジン社 

ボールを使った自主練習、ボールとゴール

を使った自主練習、ボールのないときの自主

練習―全１２０メニューをわかりやすく紹

介！ 

 

913-ｱ 神様もう一度だけ愛してると言わ

せて  

青葉優一著  角川文庫  

幸せな交際を経て結婚した宗一と瞳。だが

入籍当日、宗一は事故により瞳を見守るだけ

の幽霊のような存在となってしまう。瞳が再

び幸せを掴むことを願う宗一。亡き宗一を想

い続ける瞳。交錯する想いの行き着く先は。 

 

 

 

 

 

913-ｱ 世界地図の下書き  

朝井リョウ 著 集英社文庫  

両親を事故で亡くし、施設で暮らす小学生

の太輔。施設を卒業することになった高校生

の佐緒里のために、仲間たちと「蛍祭り」を

復活させる作戦を立てはじめ……。坪田譲治

文学賞受賞作 

 

913-ｴ 江戸川乱歩名作選  

江戸川乱歩 著 新潮社  

見るも無残に顔が潰れた死体、変転してゆ

く事件像（『石榴』）。絶世の美女に心奪われ

た兄の想像を絶する“運命”（『押絵と旅する

男』）。謎に満ちた探偵作家・大江春泥に脅迫

される実業家夫人、彼女を恋する私は春泥の

影を追跡する―後世に語り継がれるミステ

リ『陰獣』。他に『目羅博士』『人でなしの恋』

『白昼夢』『踊る一寸法師』を収録。大乱歩

の魔力を存分に味わえる厳選全７編。 

 

913-ｶ 嫌な女  

桂望実 著 光文社文庫 

初対面の相手でも、たちまちするりとその

懐に入ってしまう。小谷夏子は男をその気に

させる天才だ。彼女との未来を夢見た男は、

いつの間にか自らお金を出してしまうのだ。

そんな生来の詐欺師を遠縁に持つ弁護士・石

田徹子は、夏子がトラブルを起こすたび、解

決に引っぱり出されるのだが…。対照的な二

人の女性の人生を鮮やかに描き出し、豊かな

感動をよぶ傑作長編。 

 

913-ｸ 人間椅子 乱歩奇譚 

黒史郎 著 ; 江戸川乱歩 原案 ; 乱歩奇

譚倶楽部 原作 ; 上江洲誠 監修 

光文社文庫  

始業前の教室。何者かに眠らされていた小

林少年が目覚めると、そこにあったのは変わ

り果てた担任教師の姿だった。バラバラにさ

れ椅子の形状に組み合わされた首無し死体

―。高校生にして名探偵の明智は、容疑者と

なった小林に、自分で事件を解決してみせろ

というのだが…。江戸川乱歩の世界を現代に

蘇らせた人気アニメを完全ノベライズ。 

 

 

 

 

返却期限が過ぎた本を持っている人は

返却しましょう。督促状を出します。  



913-ｼ 闇夜の訪問者 実話ホラー 

匠平 著 大和書房  

運命の日から数年後、男と共存するのは犬

や猫の動物ではなく、徘徊するゾンビのみ。

人を襲わず、なにも喰らわず、何にも関心が

なく、ただ生き続ける“死者”たち。男の他

には“生きている”人間はいなかった。残さ

れた食料で生き続ける男は、無為な生活から

逃れるように、やがて銃を手にする。狙撃手

となった男は何を思い日々生き続けるの

か？アニメ・映画監督の押井守が描く、新し

い小説世界！ 

 

913-ｼﾞ マヌケな FPS プレイヤーが異世

界へ落ちた場合  

地雷原 著 KADOKAWA 

ＦＰＳをこよなく愛する男がいた。ゲーム

中、足を滑らせマップ外に落ち、ゲームオー

バー……と思ったら、ここはどこ！？ 剣と

魔法の世界に迷い込んだマヌケなＦＰＳプ

レイヤーは銃を武器に生き延びられるのか

――！ 

 

913-ﾀ 青い記憶  

田村優之 著 ポプラ文庫 

希一へ―。父さんは精一杯、あがこうと思

う。父さんが何を考えて生きていたか、そし

て何を伝えたかったのか、可能なだけこれか

ら書き残す。そして、犯してしまった罪のこ

とも―。 

 

913-ﾊ オオカミ少女と黒王子 映画ノベ

ライズ 

八田鮎子 原作 ; まなべゆきこ 脚本 ; 松

田朱夏 著 集英社  

篠原エリカは友達グループで、ラブラブな

彼氏がいると嘘をついてしまう。嘘が破綻し

かけた頃、街で見つけたイケメンを盗撮して

彼氏と偽る。ところがそれは、同じ学校に通

う男子、しかも本性はド S で!? 

913-ﾋ B ボーイサラリーマン 

Hiro著 幻冬舎文庫  

思いは、叶う。「絶対、もう一度やってや

る」心の底から強くそう信じて、どん底から

頂点を目指して―。リーダーＨＩＲＯの光と

陰、そしてＥＸＩＬＥの現在進行形の物語！

メンバー５人の特別エッセイも収録。 

 

913-ﾌ 青春探偵ハルヤ  

福田栄一 著 東京創元社文庫  

浅木晴也は、アルバイトで生活費を稼ぎな

がら大学に通う貧乏青年。そんな彼の許に、

悪友の和臣が相談事（報酬付き）を持ちかけ

てくる。仕方なく引き受けたストーカー撃退

の依頼だが、捕まえた不審者の相談に乗って、

行方をくらませた女の子の捜索まで請け負

う羽目に。晴也の周囲で、次から次へと芋づ

る式に厄介事が増えていく…。緻密な構成な

がら、軽快な読み心地の青春小説。 

 

913-ﾌ 告白予行練習  

藤谷燈子 著 角川ビーンズ文庫 

桜丘高校３年の夏樹は、幼なじみで映研所

属の優に片思い中。けれど、素直になれず、

優を告白の“練習”相手だと言ってしまう。

ホントの気持ちをごまかすうちに、同じ美術

部所属の美桜、あかり達と想いがこじれ

て！？“本番”をむかえることなんて、でき

るの！？ 

 

913-ﾌ 英国幻視の少年たち  

ファンタズニック  

深沢仁 著 ポプラ文庫 

日本人の大学生皆川海（カイ）は、イギリ

スに留学し、ウィッツバリーという街に住む

伯母の家に居候している。死んだ人の霊が見

える目を持つカイはそこで、妖精に遭遇。英

国特別幻想取締報告局の一員である青年ラ

ンスと知り合う。大学の構内で頻繁に貧血で

倒れているランスをかまううちに、カイは次

第に、幻想事件“ファンタズニック”に巻き

込まれていく―。英国の雰囲気豊かに描かれ

る学園ファンタジー第１巻！ 

 

913-ﾑ 天翔る  

村山由佳  講談社文庫 

不登校になったまりもは、看護師の貴子か

ら誘われた石狩湾の志渡銀二郎の牧場で、乗

馬の楽しさを知った。そして人と馬が一体と

なりゴールを目指す耐久レース・エンデュラ

ンスと出合う。まりもを見守る大人たちも皆、

痛みを抱え生きていた。世界最高峰デヴィ

ス・カップ・ライドへのはるかなる道のりを

描く。 

 

913-ﾔ ドクムシ  

八頭道尾 著 双葉社文庫 

７人の男女が目覚めたのは、封鎖された廃

校だった。そこにあるのは７日間をカウント

ダウンする電光掲示板と土鍋、そして肉切り

包丁。７日間生き残れば全員解放されるの

か？それとも最後の一人になるまで終わら

ないのか…人間を使った悪夢の“蠱毒”が幕

を開けた！ 

 

913-ﾕ 陰陽師 蒼猴ノ巻  

夢枕獏 著  文春文庫 

この頃都で評判の「蝦蟇法師」がいた。犬

ほどの大きさの蝦蟇をそばにおき、それが念

仏を唱えて失せ物の在りかを当てる。ところ

が藤原景之の仏間から消えた黄金の観音菩

薩の行方は分からないという。不審に思った

晴明と博雅は（「蝦蟇念仏」）。秋に花咲く桜

の木、天空で笛吹く博雅などいよいよ冴えわ

たる美しさ、面白さ、至福の十篇。 

 

916-ﾓ 泣き虫ピエロの結婚式 

望月美由紀 著 リンダブックス 

結婚式からわずか五十日で隣からいなく

なったあなた。わたしたちの結婚生活は、病

院の狭いＩＣＵの中でした。残された日が少

ないことを知っても、あなたの前では涙をこ

らえました。あなたには、最後の一瞬まで笑

っていてほしかったから。―だってわたし、

道化師だもの。日本感動大賞（第４回）大賞

作品。 

1，2年生の皆さん必見!! 

「読書感想文」をクリアするぞ大作戦！ 

 夏休みの課題にもなる読書感想文。書く

ためのちょっとしたコツを伝授します。 

 

１．選ぶ 

①興味のある分野やテーマの本を選ぼう。 

②図書館ガイドのブックレビューも参考に

しよう。 

＊司書が本選びの相談にのります。 

 

２．読む 

①著者や登場人物と対話しながら読んだ

り、ツッコミを入れながら読んでみよう。 

→ツッコミを入れたところを深めていくこ

とで感想文につながるよ。 

②気になる部分をメモしたり、ふせんをつ

けながら読むと後でまとめやすいはず。 

 

３．感じる 

本を読んだら、感じたこと、考えたこと

が必ずあるはず。共感したこと、逆に反発

したり、自分と比較してみたりしよう。 

 

４．書く 

①テーマを決めて、書きたいことの柱を用

意して、順番を決めよう。 

②下書きをして、言葉を選ぼう。 

 

＊感想文はただ感想を書くのではなく、自

分の生活や生き方を振り返る「作文」です。 

 

 

 

 

 


