
  
【雑著】049-ｸﾞ ギネス世界記録 2019  
クレイグ・グレンディ 編 KADOKAWA (発売) 
日本各地の記録も充実！ 

 

【生き方】159-ﾜ あなただけの人生をどう
生きるか  若い人たちに遺した言葉  
渡辺和子 著 筑摩書房 
大学学長時代に、学生たちに向けて語った

講演の数々。そこには、決して生きやすいと

は言えない現代、どんな境遇でも、若者一人

ひとりが自分らしく輝けるように、と切に願

う、愛に満ちた言葉が溢れていた。人生を深

く考えるための珠玉のメッセージ集。 

 

【日本史】210.7-ｺﾞ 10代に語る平成史  
後藤謙次 著 岩波書店  
政治ジャーナリストとして歴史の現場を

目撃してきた著者が、波乱に満ちた平成の歴

史をわかりやすく解説。平成の３０年間で社

会はどのように変わったのか？新しい時代

を生きるために必読の現代史入門。 

 

【国際支援】331-ｼ 知っていますか?SDGs 
ユニセフとめざす 2030年のゴール : 世界
の未来を変える 17の目標"SDGs"入門書 
さ・え・ら書房  

ＳＤＧｓとはどういうものなのか、ユニセ

フの協力のもと、世界の子どもたちの現状や

ユニセフの取り組み事例を写真でやさしく

紹介。 

 

【366 職業紹介】 
366-ﾅ-152 救急救命士になるには 
益田美樹 著 ぺりかん社 
１１９番通報を受け、現場に駆けつける救

急車。その中に、救急救命士がいる。現場で

の応急手当ては、まさに命を救う処置。救急

出動件数と搬送人員は年々、増加し続け、救

急救命士は消防の現場で欠かせない存在。体

力と知力・技術の維持向上が必須の、命を救

う仕事。その世界を見てみよう！ 

 

366-ﾅ-補 20 宇宙・天文で働く 
本田隆行 著 ぺりかん社 
宇宙にかかわる職業は、宇宙飛行士と天文

学者だけではない。さまざまな人が宇宙にか

かわって働いている。宇宙を感じながら働け

る仕事を、インタビューを通して見よう。 

 
【37 教育】 
371-ｽ 不登校でも大丈夫  
末富晶 著 岩波書店 
小学校３年生から学校に行かなくなり、そ

のまま大人になった著者。来し方を振り返り

ながら、生き難さを抱える子どもたちにあた

たかく語りかける。「不登校児だった過去は、

幸福な人生につながる必要な時間だった」と。

当事者、そして不登校にかかわるすべての人

へ贈る一冊。 

 

372-ﾔ チェンジ 私のウガンダ 2000日 
山田優花 著 海竜社  

人生に消極的だった私が「鉛筆がほしい」

というたった一言をきっかけに、１１，５０

０キロ離れたウガンダへ。…そこで、私の生

き方は一変した。１００年後の世界のために

私たち、一人ひとりに今、できることがある。 

 

376-ｱ 医学部  
中高生のための学部選びガイド  

浅野恵子 著 ぺりかん社  

学部のホントを紹介する「なるには

BOOKS 大学学部調べ」。医学部の実際をイ

ンタビューと丁寧なQ&Aで解説。何を、ど

んな風に学べるのか。将来のキャリアとどう

つながるのか。一日のすごし方は？ 

 

【生物】460-ｲ 40億年、いのちの旅 
伊藤明夫 著 岩波書店 
４０億年に及ぶとされる、地球における生

命の歴史。共通の祖先から進化した生きもの

たちは、多様でありながら共通点もあわせ持

っている。いのちとは何か？いのちはどのよ

うにして生まれたのか？どのように考えら

れてきたのか？その歴史をひもときながら、

私たちの来た道と、これから行く道を、探っ

てみよう。 

 

【49医学】 
493-ｷ 子どもが危ない!スマホ社会の落と
し穴  
清川輝基, 内海裕美 共著 少年写真新
聞社  
子どもがスマホをやりすぎて困っている

保護者・教育関係者必読！ 子どもをスマホ

廃人にしないための本。メディア問題に長年

向き合っている専門家 2 人による日本各地

で大好評の講演内容が１冊に。 

 

498-ｼ 紛争地の看護師  
白川優子 著 小学館  

シリア、イラク、イエメン、パレスチナ、

南スーダンほかに 8 年間で 17 回派遣。砲

弾が飛び交うなか、市民に寄り添い続けた

「国境なき医師団」看護師による生と死のド

キュメント。 

 

冬はぬくぬくしながら本を読もう！ 

期末試験お疲れ様でした。２学期の総まとめの試験はいかがでしたか？ 

さて期末試験が終わると楽しい冬休みに向かってわくわくする毎日ですね。心に余裕

のある今こそ、読んでみたかった本や自分の将来を見つめた本を読んでみませんか。 

今だからこそ読める本をコタツでほっこりしながら、楽しむのもいいものですよ。 

図書委員会がクリスマス会を 12月 18日（火）放課後に企画しています。 

詳しくは後日お知らせしますので、お楽しみに。ぜひ、参加してくださいね❤ｂｙ司書 

ので、 
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図書委員会より  

先月に行った読書週間イベントにたくさん

参加していただき、ありがとうございました。 

古雑誌市には 59名が来館。手作り

POPコンテストには 20名の作品応募と、

２ ８ 名の投票があり、 

結果は第 1位は №１ ３   ９ 票  

第 2位は №５    ６ 票 

第 3位は №１ ６  ５ 票でした。 

上位３ 名と投票者の中から抽選で１ ０ 名

に素敵なものを差し上げます。 

近々お知らせしますので、お楽しみに！  

 

展示のお知らせ 

「人を思う心を育てよう」と題して 

人権週間（１２/４～１２/１０）を

テーマに展示しています 

第７０回人権週間では 

「みんなで築こう 人権の世紀 

 ～考えよう 相手の気持ち 未来へつ

なげよう 違いを認め合う心～」 

をスローガンにしています。 

さまざまな人権課題について考える機

会にしてください。 

図書館入り口には 12月 1日の『世界

エイズデー』のコーナーもあります。 

 



【726 マンガ】 
726-ｺ-34  宇宙兄弟 34 
小山宙哉 著 講談社  

 

726-ｽ-24  コウノドリ 24 
鈴ノ木ユウ 著 講談社  

【突発性難聴】【養子縁組】を収録！  

 

726-ﾅ 聖☆おにいさん 10～１３ 
中村光 著 講談社  

東京都立川市に神（イエス）と仏（ブッダ）

が狭いアパートで共同生活！ 

 

【アニメ】778-ｶ 人生を変えるアニメ  
河出書房新社 編 河出書房新社 
人生に必要なことはすべてアニメが教え

てくれる！ アニメ監督、声優、小説家、評

論家等が中高生に本気で薦める決定版アニ

メガイド。 

 

【９１ 日本文学】 
910-ﾀ 文豪たちのラブレター 
別冊宝島編集部 編 宝島社  

あの文豪たちが実際に書いたラブレター、

読んでみませんか?思わず赤面してしまう

くらい恥ずかしく、それでいて恋する心情が

伝わってくる「生っぽい」文章。中島敦、太

宰治、谷崎潤一郎、夏目漱石、森鷗外など、

あの文豪たちが実際に書いたラブレターを、

当時の状況と解説とともに掲載した一冊。 

 

910-ﾎ あの本の主人公と歩く東京物語
散歩 100 
堀越正光 著 ぺりかん社 
お気に入りの本を手に、主人公と一緒に巡

る！本の舞台となった場所で思いがけぬ発

見があるかも！？古典的名作からライトノ

ベルまで、朝日新聞連載のコラムから厳選し

た１００の物語、１００の場所を紹介！ 

 

 
 
 

【913 日本の小説】 
913-ｱ 僕は君に、10 年分の『 』を伝え
たい。  
天野アタル 著 KADOKAWA 
「誰、ですか……あなた……」叩きつける

ような豪雨の日、僕の彼女、美鶴の記憶がな

くなった。しかも、失った記憶は３年。それ

は、ただの３年ではなく、僕たちが出会い、

関係を積み重ねてきた大切な時間だった。僕

を知らない美鶴とどう接すればいいのか？ 

僕たちはまた関係をやり直せるのか？ 

 

913-ｲ ウェディングプランナー  
五十嵐貴久 著 祥伝社  
草野こよりは今年キャリア 10 年のウェ

ディングプランナー。1000 件近い結婚式

をプロデュースしてきたが、ついに自身の結

婚式が三カ月後に迫るが、なぜか心の中は不

安で一杯、気がつけばマリッジブルーに。門

出を迎える新郎新婦を見守りながら、こより

の心は揺れ続ける…。 

 

913-ｶ 億男  
川村元気 著 マガジンハウス 
宝くじで３億円を当てた図書館司書の一

男。浮かれる間もなく不安に襲われた一男は、

「お金と幸せの答え」を求めて大富豪となっ

た親友・九十九のもとを１５年ぶりに訪ねる。

だがその直後、九十九が失踪した―。数々の

偉人たちの“金言”をくぐり抜け、一男の３

０日間にわたるお金の冒険が始まる。 

 

913-ｺ 放課後ひとり同盟  
小嶋陽太郎 著 集英社  

「林ちゃん、なにか護身術習えば？」そう

提案されるがままに、私はパルコの屋上にい

る「蹴り男」に会いに行く。 

学校を舞台に、１０代特有の初期衝動を描

く連作５編。 

 
913-ｺ ある晴れた夏の朝  
小手鞠るい 著 偕成社  

出自のちがうアメリカの８人の高校生が、

広島と長崎に落とされた原爆の是非につい

て語り合う。日系アメリカ人のメイは、否定

派の一人として演壇に立つことになった。ア

メリカ在住の著者が若い世代に問いかける、

「戦争」の歴史と記憶。 

 

913-ｼ 春は始まりのうた    
マイ・ディア・ポリスマン  

小路幸也 著 祥伝社  
“東楽観寺前交番”に赴任して三年目の巡

査・宇田巡。彼のもとに幼馴染みで音楽事務

所社長の市川公太がやってきて、白い化け物

にでくわし荷物をとられたと言う。じつは似

た訴えはこれで三件目、巡は捜査を開始する。 

 

913-ｽ さよなら、田中さん  
鈴木るりか 著 小学館  
田中花実は小学６年生。ビンボーな母子家

庭だけれど、底抜けに明るくたくましいお母

さんと、毎日大笑い、大食らいで生きている。

この母娘を中心とした日常の事件を時に可

笑しく、時にはホロッと泣かせる筆致で鮮や

かに描ききる。「１２歳の文学賞」史上初３

年連続大賞受賞。５編からなる連作短編集。

圧倒的小説デビュー作。 

 

913-ｽ 14歳、明日の時間割 
鈴木るりか 著 小学館  
今回の舞台は、中学校。時間割に見立てた

７編の短編で、鮮やかに現代人の苦悩、笑い、

絆、友情、想いを描写。現役中学生の目を通

して「生きる」ことについて大いに考えさせ

られます。笑って笑って、ホロッと泣かせる、

胸に迫る青春群像小説です。 

 

913-ﾋ 沈黙のパレード  
東野圭吾 著 文藝春秋  

ガリレオシリーズ、6年ぶりの単行本。 

 

913-ﾐ ブロードキャスト 
湊かなえ 著 KADOKAWA 
陸上男子だった圭祐は高校入学後、放送部

へ入部。陸上への未練を感じつつも、同級生

の正也や咲楽、先輩女子たちの熱意に触れな

がら、その面白さに目覚めていく。目標はラ

ジオドラマ部門で全国高校放送コンテスト

に参加することだったが、制作の方向性を巡

って部内で対立が勃発してしまう。果たして

圭祐は、新たな「夢」を見つけられるか―。 

 

【エッセイ】914-ｸ 読むパンダ 
黒柳徹子 選 日本ペンクラブ 編 白水社 
浅田次郎、ヒガアロハ、高畑勲、出久根達

郎…各界のパンダファン＆歴代の飼育担当

者によるパンダを知り、愉しむエッセイ２２

篇。写真・図版多数。シャンシャン出産秘話

も収録！ 

 

【933 英米の小説】 
933-ﾊﾟ もうひとつのワンダー 
R・J・パラシオ 作 ほるぷ出版 
いじめっ子ジュリアン、幼なじみのクリス

トファー、同級生のシャーロット。３人の「ふ

つうの子」が、顔はふつうじゃない「ふつう

の男の子」、オーガストと出会って―。前作

『ワンダー』でえがかれなかった、３つのワ

ンダー・ストーリー。 

 

933-ﾍﾟ キツネのパックス 愛をさがして 
サラ・ペニーパッカー 作 ; ジョン・クラッセ
ン 絵 評論社 
ピーターは、死にかけていた子ギツネを助

ける。それ以来、パックスと名づけられたキ

ツネとピーターは、ずっといっしょに生きて

きた。でも、別れなければならなくなり…。

感想画指定図書 

 

933-ﾎﾞ ヒトラーと暮らした少年  
ジョン・ボイン 著  あすなろ書房 
７歳の少年が憧れたのは、ヒトラー総統そ

の人だった。少年はただ信じただけだった。

目の前に立つ、その人を。そして、ただ認め

られることだけを夢みて少年は、変わりはじ

めた…。パリに生まれた少年ピエロがたどる、

数奇な運命の物語。感想画指定図書 

 


