
 

 

11 月 10 日の放課後に行った 

ビブリオバトルの様子を報告します！ 

発表者と紹介された本を紹介します。 

 

①２－１平林和也さん 

『むき出し』兼近大樹著 文藝春秋 

出たてのほやほやの新刊を紹介。

EXIT兼近がずっと書きたかった物語だ

ということ、言葉選びがかっこいいと

いうことをアツく語ってくれました。 

 

②２－３石原拓朗さん 

 『探偵はもう死んでいる』 

二語十著 KADOKAWA 

探偵の助手になった主人公を中心に、

冒険が始まるということをアツく語っ

てくれました。 

 

 

 

 

③２－３松尾汰樹さん 

『千歳くんはラムネ瓶のなか』1～６ 

裕夢著 小学館 

高校生が主人公で、自分たちの日常

にもありそうな話が詰まったシリーズ

で、中でも３，４巻が特にオススメと語

ってくれました。 

 

④２－１福澤 蓮さん 

『SLUMDUNK』  

井上雅彦著 集英社 

みんなが知っているようで知らない

『スラムダンク』の魅力と、作品への愛

がをアツく語ってくれました。 

 

⑤１－１新藤 寧さん 

『よみがえる変態』 

星野源著 文藝春秋 

音楽家でありながら俳優や作家の顔

を持つ著者が自分の日常を書いたエッ

セイのおもしろさをアツく語ってくれ

ました。 

 

「聞く人」15 人と発表者 5 人 

合計 20 人で投票した結果 

チャンプ本は  

新藤さんが紹介した 

『よみがえる変態』が 

選ばれました。 
 

参加者の感想 

＊とても楽しかった。他にも本の

魅力について知りたくなった。 

 

＊今回出た本全部、読みたくなり

ました。ただ読むのが遅いので、

少しずつ読んでみたいです。とりあ

えず『よみがえる変態』読みた

い！！ 

 

＊新しい本に出会えてよかったです。 

 

＊星野源と新藤の完全勝利ですね。 

 

＊どの本も良かったけど、特に『探偵はも

う死んでいる』『よみがえる変態』という本

に興味を持ちました。 

 

＊本をたくさん読もうと思いました。 

＊発表者の人、全員がとても良い発表が

すごいと思いました。一人一人とても良い

発表で聞きやすかったです。 

 

 

＊急に始まって、落ち着く間も無く終わっ

てしまい、伝えたいことを伝えられなか

った。 

 

＊全部読みてぇ 

 

＊いろんな知らない本があって、とても読

みたいと思った。 

 

＊自分とは違う視点から本の魅力を感じ 

ることができました。最近はあまり本を読 

むことがなかったけど、これを機会にいろ 

んなジャンルの本を読もうと思いました。 

 

＊僕は今までライトノベルを読んだことが 

なかったけど、他に紹介された本も含め 

て紹介者の説明がみんな上手でどの本 

も本当に読んでみたいなと思った。 

 

 

＊読みたい本がたくさんありました。学校

に入れてほしいです。 

 

＊みんなその本が好きなんだなと感じま

した。すごく読んでみたいと思いました

し、人それぞれ感じ方が違い、おもしろ

かったです。全校の人に聞いてほしか

ったです。 

 

＊今まで読んだことのない本ばかりでし

たが、ビブリオバトルを聞いて本の魅力

が分かりました。今日紹介された本を

読んでみたいです。 

 

＊おもしろかったです。（２） 

＊楽しかった 

 

＊発表する人が一生懸命、本のことを語っ

ている姿に胸が熱くなりました。こんなに盛り

上がるとは思っていなかったけど、楽しかっ

たし、どの本も読みたくなりました。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

寒いときはぬくぬくしながら読書! ココロもカラダもほっこりしよ❤ 

期末試験が終わり、楽しい冬休みに向かってワクワクする毎日ですね。 

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る本、 

ビブリオバトルで紹介された本などを読んでみませんか。 

今日から冬休みの長期貸出を始めます。 
コタツでほっこりしながら、ゆっくりと読書を楽しむのもいいものですよ❤ ｂｙ司書 

 

図書館だより 
2021－№10 

令和３年 1２月 10 日発行 
三刀屋高校図書館  

図書委員会よりご報告  
10 月 27 日から 11 月末にかけて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 40 名が来館。ほしい雑誌を持って帰ってくれました。 

11 月 10 日のビブリオバトルには 5 名の発表者、15 名の「聞く人」の参加

があり、かなり盛り上がりました。 

 30 日まで行っていた読書スタンプラリーは 1 名が達成してくれました。もう少

し参加してもらえると思っていたので、少し残念ではありました。 

今後の活動にはぜひたくさんの人に参加してもらえるとうれしいです。 

 

ビブリオバトルで紹介された本は 

全部図書館に入れました。 

昇降口の「出張図書館」に展示し

ていますので、読んでみたい人は

置いていてある「貸出券」に記入

して、持って行ってください。 

 

展示のお知らせ 
ガラスケース  
１２/４～１２/１０は人権週間です。「人を思う心を育てよう」 
と題して人権課題の本を展示しています 

 

 

 

 

この機会にさまざまな人権課題について考えてみましょう。 

 

図書館入り口 クリスマスを楽しむ本特集 

絵本やツリーの本、小説、お料理の本などでいっぱいﾃﾞｽ 

クリスマス会のおしらせ 
日時：12 月 23 日（木） 13：00～14：00 

場所：図書館 

 終業式が終わったあと、楽しいひとときを過ご

しませんか？ 

内容は 図書委員会の絵本の読み聞かせ 

吹奏楽部によるクリスマスコンサート 

クリスマスプレゼントの福引きです。 

参加したい人はクラスの図書委員か図書館まで申

し込んでください。（〆切 12／17 まで） 

あなたの参加、お待ちしています。 

 



【図書館】015-ﾌ 100 万回死んだねこ 
覚え違いタイトル集  
福井県立図書館 編著 講談社 

「衝撃の巨人」→「進撃の巨人」、「１００

万回死んだねこ」→「１００万回生きたねこ」

…。図書館の利用者がうっかり覚え違えた

本のタイトルから、司書が正しいタイトル

を導き出した事例集。本の情報、司書の仕事

も紹介。 

 
【03 百科事典】 
031-ｸﾞ ギネス世界記録 2022 
クレイグ・グレンディ 編 
角川アスキー総合研究所 

環境問題から、自然界、人間、冒険、科学

＆テクノロジー、社会、ポップカルチャー、

スポーツまで、あらゆるジャンルのギネス

世界記録を網羅。日本版オリジナルページ、

日本各地の記録も収録。 

 
031-ｼﾞ 現代用語の基礎知識 2021  
ことばをちからに  
自由国民社 編 自由国民社 

科学・医療、政治・経済、世界情勢、時代・

流行、情報・社会などのジャンル別に知って

おきたい現代用語を解説。 

 
【09 郷土資料】 
092.9-ｼ 島根のトリセツ 昭文社  
島根県を知ろう！ 

 

093.6-ﾏ 過疎再生  
奇跡を起こすまちづくり 人口４００人の石
見銀山に若者たちが移住する理由 
松場登美 著 小学館 

人口４００人。鉄道の駅はなく、バスは１

日数便。経済成長から取り残された山間の

過疎の町、石見銀山はなぜ再生できたのか。

「足元の宝」を見つけ、それを事業や町づく

りにつなげていった４０年間の活動を振り

返る。  

 
【日本史】210.7-ｿﾞ 絶滅事典 20 世紀末
モノ&コトカタログ  
造事務所 編著 カンゼン  

いちご用スプーン、ボディコン、半ドン、

部活中の給水禁止、めんこ、ワープロ専用機、

駅の伝言板…。１９７０?９０年代に絶頂を

誇った、今こそ愛でたい悲哀に満ちた道具・

服装・習慣・娯楽・技術を紹介。 

 

【社会コラム】304-ﾌﾞ 文藝春秋オピニオ
ン 2022 年の論点 100 文藝春秋 

政治、国際関係、経済、コロナ後戦略、社

会、文化、生活、芸能、スポーツ、皇室、教

育、科学・医療…。いま知っておくべき論点

を１テーマにつき見開きで専門家がコンパ

クトに解説。 

 
【政治】312-ｵ 地政学 サクッとわか
るビジネス教養  
奥山真司 監修 新星出版社  

地政学を知ると、世界の姿が見えてくる。

地政学で考える日本、アメリカ、ロシア、中

国、アジア、中東、ヨーロッパの特徴を、オ

ールカラーのイラストでわかりやすく解説。

地政学の基本的な概念も紹介。 

 
【職業】366-ﾅ-21 弁護士になるには 
飯島一孝 著 ぺりかん社 

基本的人権を擁護し、社会正義の実現を

使命とする弁護士。第一線で活躍する人た

ちの生きた仕事現場を取材するほか、仕事

の内容や収入・将来性、〈なり方〉などをく

わしく解説。 

 
【性問題】367-ｼ 図解でわかる 14 歳か
らの LGBTQ+  
社会応援ネットワーク  太田出版  

性自認・性的指向・性表現…。自分のセク

シュアリティーを多面的に捉えることで見

えてくる豊かな世界を感じよう。ＬＧＢＴ

Ｑ＋や、ジェンダー、性についてカラー図版

を用いてわかりやすく解説。 

 
【青少年問題】367-ﾆ ヤングケアラーを
支える  家族をケアする子どもたち。  
Nursing Today ブックレット編集部 編集  
日本看護協会出版会  

疾患や障害をもつ家族のケアを担い、自

身の生活や学業等に影響が生じている子ど

も「ヤングケアラー」。彼らの存在にどう気

づき、支えていけばよいか。ヤングケアラー

の実態を知るための視点や支援体制づくり

の動きなどを紹介。 

 
【福祉】369-ｳ 「生きるを支える」リハビリ
テーション 上田敏, 三井さよ 著 
日本看護協会出版会  

日本のリハビリテーション医学の大家で

ある上田敏に、その思想の形成過程と内実

をインタビュー。なんらかの困難によって

社会から排除されてしまう人たちの全人間

的復権をめざす時代に、上田敏の思想を振

り返る。 

 
【数学】410-ｻ 解きたくなる数学  
佐藤雅彦  大島遼  廣瀬隼也 共著 
岩波書店  

あの「ピタゴラスイッチ」制作メンバーが、

これまでにない数学問題集を作った。そこ

には、ひと目で心を奪われる問題ばかり。数

学が苦手な人も得意な人も、魅力的な写真

とグラフィックで表現された 23 題に、き

っと夢中に。論理の組み立てが学べ、思考の

ジャンプが身につく。考える楽しさを求め

る中学生以上のすべての方へ。 

 
【49 医学】 
492-ﾅ 「コロナ」と「看護」と「触れること」 
COVID-19 and Nursing  
波平恵美子, 田辺けい子 著 
日本看護協会出版  

日本における医療人類学の第一人者であ

り、長年にわたり看護教育にも携わる著者

が、ＣＯＶＩＤ-１９を取り巻く現象が看護

のあり方にどのような影響を与えているか、

看護は今後どのように「変化」していくべき

かについて語る。 

 
498-ｵ 未来の医療で働くあなたへ 
奥真也 著 河出書房新社 

医療の世界は今後１０年間で大きく変わ

る?未来の医療現場で働く１０代に向け、医

学・医療の最前線を知る医療未来学者が、進

歩する医療の姿と、医師の心構えや進路に

ついて指南する。 

 
☆498-ﾋ フライトナースの秘密 
ドクターヘリで出動する救急看護師の仕事 
菱沼秀一 著 彩流社  

ドクターヘリに乗り、災害や事故など緊

急現場で活動する救急看護師、フライトナ

ース。現役フライトナースが、その仕事と苦

労、魅力から、フライトナースになるための

道のりまでを紹介する。ケーススタディも

豊富に掲載。 

 
【環境問題】519-ﾊﾟ 図説 人新世 環境
破壊と気候変動の人類史  
ギスリ・パルソン 著 ;東京書籍 

ホモ・サピエンスは、地球をどのように改

変してきたのか？ 人類誕生以降から現在

までの地球環境改変の歴史を、「人新世」と

いう新たな地質時代に設定し、学問領域を

越境して多くの写真と図で平易に解説する。 

【芸術】707-ｶ 目の見えない白鳥さんとア
ートを見にいく  
川内有緒 著 集英社インターナショナル 

アートの意味、生きること、障害を持つこ

と。全盲の白鳥さんと会話しながらアート

を見ると、全く別の世界が見えてきて…。集

英社クオータリー『ｋｏｔｏｂａ』連載を加

筆し書籍化。テキストデータ申し込み用Ｑ

Ｒコード付き。 

 
【マンガ】☆726-ｲ Dr.STONE 14～23 
稲垣理一郎 原作 ; Boichi 作画 集英社 
シリーズ全巻そろいました。 
 
【音楽】764-ｵ 吹奏楽部バンザイ!! コロ
ナに負けない  
オザワ部長 著 ポプラ社  

青春をかけて大好きな音楽に没頭してい

た吹奏楽部員たちを突如襲ったのは、新型

コロナウイルスだった。自分たちの音楽を

外部に届ける機会を失ったが…。コロナに

立ち向かった吹奏楽部員たちを描いたノン

フィクション短編集。 

 
【913 日本の小説】 
☆913-ｱ-5 わたしの幸せな結婚 5 
顎木あくみ [著] KADOKAWA 

清霞の力で敵の首魁、甘水（うすい）の襲

撃を一時退けた美世たち。だが、帝都では甘

水の一派が勢力を拡大。美世たちは皇太子、

堯人（たかいひと）の宮城でさらなる襲撃に

備えることになる。そんな中、美世は先の襲

撃で気づいた清霞への想いに戸惑っていた。 

 
913-ｲ ペッパーズ・ゴースト 
伊坂幸太郎 著 朝日新聞出版 

中学国語教師の檀は、ある条件下で他人

の明日が少しだけ観える特殊能力を持つ。

彼は生徒から、奇妙なコンビが暴れ回る小

説原稿を渡される。小説内の２人組「ネコジ

コハンター」とは？  

 
913-ｶ むき出し  
兼近大樹 著 文芸春秋  

小さい頃から、殴って、殴られるのが普通

だった。上京して芸人となった石山の前に

現れる、過去の全て。ここにいるのは、出会

いと決断があったから 。お笑いコンビ「Ｅ

ＸＩＴ」の兼近大樹による初小説。 

 
913-ｶ 出雲怪談  
神原リカほか 著 竹書房  

溜め池の祠に隠された恐ろしい秘密、怪

音と共に現れたおぞましい妖怪…。神々の

地・出雲や妖怪の町・境港、小泉八雲「怪談」

の故郷・松江など、異界の香り漂う山陰の怪

奇譚を綴る、島根県・鳥取県の実話怪談集。 

 
913-ｼ サード・キッチン  
白尾悠 著 河出書房新社 

アメリカの大学に留学した尚美は、会話

もままならず、友人もできずひとりぼっち。

人間関係をあきらめ勉強だけに邁進してい

たある日、隣室のアンドレアとともに、さま

ざまなマイノリティが集まる、ある学生食

堂に招かれて…。 

 
913-ｼ 明日の世界が君に優しくあります
ように 汐見夏衛 著  スターツ出版 

家族も友達も信じられず、高校進学を機

に祖父母の家に引っ越してきた真波。裏表

なくまっすぐ向き合ってくれる同級生の漣

のおかげで、前に踏み出し始める。そんな矢

先、漣が別人のようにふさぎ込み…。 

 
913-ｼ 海に願いを風に祈りをそして君に
誓いを 汐見夏衛 著 スターツ出版 

優等生で天の邪鬼な凪沙と、おバカで素

直な優海は幼馴染で恋人同士。ところがあ

る日を境に、凪沙は優海への態度を一変さ

せる。甘えを許さず、厳しく優海を鍛える

日々。そこには悲しすぎる秘密が隠されて

いて…。 

 
913-ﾂ 闇祓（やみはら）  
辻村 深月 著 KADOKAWA 

クラスになじめない転校生・要に親切に

接する委員長・澪。しかし、そんな彼女に要

は不審な態度で迫る。ヤバい行動を繰り返

す要に恐怖を覚えた澪は憧れの先輩・神原

に助けを求めるが? 

 
913-ﾋ 千歳くんはラムネ瓶のなか１～６ 
裕夢 [著] 小学館  

【小学館ライトノベル大賞優秀賞（第１

３回）】藤志高校のトップカーストに君臨す

るリア充・千歳朔。円滑に新クラスをスター

トさせたのも束の間、とある引きこもり生

徒の更生を頼まれて…。“リア充側”青春

ラブコメ。 

 
913-ﾏ 星を掬う  
町田そのこ 著 中央公論新社 

千鶴が夫から逃げるために向かった「さ

ざめきハイツ」には、自分を捨てた母・聖子

がいた。他の同居人は、娘に捨てられた彩子

と、聖子を「母」と呼び慕う恵真。４人の共

同生活は、思わぬ気づきと変化を迎え…。 

＊新着図書案内＊  分類、書名、著者名、出版社、内容の順 ☆リクエスト 


