
【読書案内】 019-ﾀ 一冊の絵本が
子どもを変える こんなときには,こ
んな絵本を  
多賀一郎 著 黎明書房 

日々の学級指導に絵本を活かす「こ
んなときにはこんな絵本を」や、季節
に合わせた絵本など、教育効果のある
質の高い絵本を紹介。 
 
【著作権】021-ｲ SNS 別最新著作権
入門 「これって違法!?」の心配が消
える IT リテラシーを高める基礎知
識 
井上拓 著  誠文堂新光社 

弁護士がＳＮＳで気をつけるべき
著作権問題をわかりやすく解説。著作
権法の基本はもちろん、肖像権やプラ
イバシー権などにも触れる。他人の作
品を正しく利用する方法や、炎上した
ときの対処法も掲載。 
 
【１４心理学】 
141-ｳ 後悔を活かす心理学 成長
と成功を導く意思決定と対処法 
上市秀雄 著 中央公論新社 

後悔を“成長のもと”に変えるに
は？ 「やらないで後悔するのとやっ
て後悔するのとどちらがマシか」「後
悔とうまく付き合うにはどうすれば
よいのか」など、効果的な意思決定と
対処法を解説。 
 
141-ﾄﾞ 10 歳からできる自分のあ
たまで考えること 
どう解く?制作委員会, QuizKnock 著 
ポプラ社  

さあ、自由に楽しく、考える練習を
始めよう。世の中の「答えのない問題」
を通して、自分なりの答えを考えるや
り方を紹介。 
 
【神話】164-ﾋ 「神話」の歩き方 古
事記・日本書紀の物語を体感できる
風景・神社案内  
平藤喜久子 写真・文 集英社 

日本神話の舞台である風景や関連
の神社を、神話学者が撮りためてきた

写真とともに紹介。伝承地が集中する
出雲・日向・対馬を取り上げ、神話を
感じる旅に案内する。 
 
【世界史】209-ﾊ 漫画サピエンス
全史 人類の誕生編  
ユヴァル・ノア・ハラリ 原案・脚本  
河出書房新社  

かつて地上には何種ものヒトがい
た。アフリカの片隅でやっと生きてい
たホモ・サピエンスだけがなぜ繁栄し
たのか。人類をまったく新しいかたち
で描き出したベストセラーをフルカ
ラーで漫画化。 
 
【昭和史】210.7-ﾀ 日米の教科書当
時の新聞でくらべる太平洋戦争 
出版企画開発室 監修  辰巳出版 

さまざまな太平洋戦争の局面にお
いて、当時の『朝日新聞』と『ニュー
ヨークタイムズ』、現在の日本とアメ
リカの教育現場で実際に使われてい
る「歴史教科書」や「資料」の具体的
な記述を紹介し、解説を加える。 
 
【伝記】289-ｲ 「オードリー・タン」
の誕生 だれも取り残さない台湾の
天才 IT相  石崎洋司 著 講談社 

８歳で学校に絶望し、不登校。死も
考えたギフテッドは、どうして希望を
取り戻せたのか？ なぜ「だれも取り
残さない社会」を目指すのか？ ＩＴ
の天才にして〈新しい民主主義〉の旗
手、オードリー・タンの伝記物語。 
 
【法律】320-ｷ 大人になる前に知っ
てほしい生きるために必要な「法律」
のはなし  
木村真実,ほか ナツメ社 

「匿名での悪口、罪になる？」「痴漢
にあったらどうしたらいい？」「恋人
に束縛されたらどうする？」 自分や
大切な人を守るために知っておきた
い「法律」について、マンガを交えて
解説する。 

【３６１ コミュニケーション】 
361-ｵ 「死んでもいいけど、死ん
じゃだめ」と僕が言い続ける理由 

あなたのいばしょは、必ずあるから 
大空幸星 著 河出書房新社 

苦しいときは、誰かに頼れば出口は
必ず見つかる?２４時間３６５日無料
チャット相談を立ち上げた現役慶大
生が、自身の経験をもとに、心を守る
ための具体的なヒントを紹介する。 
 
361-ｷ いじめをやめられない大人た
ち  
木原克直 著 ポプラ社  

いじめは大人の世界でも当たり前
のように起きている！ 被害者や加害
者、傍観者を取材、専門家にも意見を
聞いたＮＨＫのディレクターが、大人
のいじめの実態を伝え、いじめにあっ
た時の対処法などを紹介する。 
 
【職業紹介】366-ﾆ 宇宙人とみつけ
る仕事図鑑  
二村大輔 絵  文響社 

知らなかった仕事に出会える！ ア
ニメ制作会社から海、宇宙まで、５０
の場所でみつけたさまざまな職業を
絵でわかりやすく紹介する。働く人の
心の声、仕事内容、その職業に就くた
めに必要な情報等を掲載。 
 
498-ﾑ 歯科技工士の仕事 手に職
をつけて、人々の笑顔をつくる 
村田彰弘 著 合同フォレスト 

有効求人倍率約２０倍の売り手市
場、かつライフスタイルに合った働き
方が可能で性差もない歯科技工士の
仕事の全てを紹介する。歯科技工士の
リアルがわかる、現役歯科技工士、養
成校教員、歯科医師のインタビューも
収録。 
 
【福祉】369-ﾌ「障害」ある人の「き
ょうだい」としての私  
藤木和子 著 岩波書店  

障害児者と共に育ち、親よりも長い
一生の関係となる「障害児者のきょう
だい」は、身近な支援者としての役割
を期待される一方で、自身のことは後
回しに。「ヤングケアラー」の当事者が

自身の体験も交え、支援の必要性を訴
える。 
 
【教育】371-ﾔ 学びが地域を創
る ふつうの普通科高校の地域協働
物語 
山根俊喜,ほか編著   学事出版 

生徒数の減少により統廃合も危ぶ
まれた中山間地域にある兵庫県立村
岡高校。普通科の高校が、地域協働を
軸にした新たな学びで蘇るまでの１
０年間の軌跡を紹介するとともに、地
域協働を核にした学校経営を提案。 
 
【大学入試対策・小論文対策】 
376-ﾀ ゼロから逆転合格!総合・推
薦入試面接 
竹内麦村 著 学研プラス 

学力に自信がなくても、特技がなく
ても大丈夫！ 大学の総合・推薦入試
の面接に逆転合格するノウハウを教
える。取り外して使えるサクセスノー
ト、面接対策ＤＶＤ（館外貸し出し不
可）付き 

 
376-ﾔ 学校推薦型選抜・総合型選
抜志望理由書・自己推薦書の書き方 
八木暉雄ほか 共著 河合出版  
 
816-ｶ 7 日間で合格する小論文 
読み方&書き方を完全マスター! 
河守晃芳 著 学研プラス 

時間のない受験生が、７日間で小論
文の基礎から入試レベルまで学べる
テキスト。入試頻出のテーマを厳選し、
小論文の書き方と課題文の読み取り
方を解説。合格答案と不合格答案も紹
介する。解説動画を視聴できるＱＲコ
ード付き。 
 
816- ｼﾞ -5 時事から学ぶ小論文 
2022第 5号 文化・教育編 : 多様
化する文化と教育のこれから 
朝日新聞社 朝日新聞出版  

大学入試によく出る朝日新聞の記
事を使った小論文対策と添削指導に
最適な教材。報道写真や図表を使った
解説コーナーをはじめ、社説や天声人
語を読み解く記述・論述問題で、自分
の意見が論理的に書けるようになる。

大学入試改革で求められる思考力、記
述力が身につく。 
 
816-ﾅ 採点者の心をつかむ合格す
る小論文のネタ 時間がない受験生
に最適な 1 冊! 医歯薬/看護・医療
編 
中塚光之介 著 かんき出版 

疾病構造の転換、医師と患者の関係、
終末期医療、看護医療職の役割など、
医歯薬／看護・医療学部の小論文を書
くのに役立つネタを解説。医学・医療
の現状という文脈の中でキーワード
を理解できる。 
 
816-ﾋ まるまる使える推薦小論文 
総合型選抜・学校推薦型選抜 
樋口裕一 著 桐原書店  

推薦小論文の書き方、考え方を基本
からじっくり解説。 
 
【風俗習慣】382-ﾖ 日本の絶滅危惧
知識 百年先まで保護していきたい 
吉川さやか 文 ベストセラーズ 

お月見は２回する？ 縁起のいい箸、
よくない箸って？ そのうち忘れ去ら
れてしまいそうな日本古来の風習や、
先人たちがつないできた日本の知識
について、その本質や変遷の歴史など
を紹介する。 
 
【天体】445-ｽ 火星は…  
スザンヌ・スレード 文 ; 千葉茂樹 訳 ; 
三河内岳 監修 あすなろ書房 

そびえたつ台地、きりたつ崖、火山
の噴火…。火星探査ロケットが撮影し
た、息をのむような火星の姿。地球の
となりにある赤い星「火星」の知られ
ざる表情をとらえた迫力の写真絵本。
【読書感想画コンクール指定図書】 
 
【生物】461-ｺ 生物はなぜ死ぬのか 
小林武彦 著 講談社  

生物の死には重要な意味がある。遺
伝子に組み込まれた「死のプログラム」
とは。根源的な疑問である「そもそも
なんで生き物は死ぬのか」について、
生物的視点から考察。 
 
 

【４８９動物】 
489-ｸﾞ キリン解剖記  
郡司芽久 著 ナツメ社  

キリンが亡くなりました。クリスマ
スも正月も、訃報で予定をキャンセル
し…。これまでに３０頭のキリンを解
剖し、「８番目の“首の骨”」を見つけ
た著者が、キリンとの出会い、探求、
発見の日々を綴る。 
 
489-ﾀ 海獣学者、クジラを解剖す
る。 海の哺乳類の死体が教えてく
れること  
田島木綿子 著 山と溪谷社 

「田島さん、クジラが打ち上がった
よ！」 電話１本で海岸へ出動、クジラ
を載せた車がパンク、帰りの温泉施設
で異臭騒ぎ…。日本一クジラを解剖し
てきた研究者が、七転八倒の毎日とと
もに海の哺乳類の生態を紹介する。 
 
【４９医学】 
491-ﾊ 絵でわかるにおいと香りの
不思議  
長谷川香料株式会社 著 講談社 

生物にとって重要な役割を果たし
ているにおい。目に見えないにおいや
香りの不思議な世界を、豊富なカラー
イラストとともに化学や生物、脳科学、
歴史、工業などの多様な分野から紹介。 
 
491-ﾖ 女性の生き方を左右する 
子宮のきほん 
善方裕美 監修 池田書店  

女性の身体のほぼ中心に位置し、に
わとりの卵１つ分の大きさにもかか
わらず、その好不調が女性の生き方を
大きく左右する子宮。その働きやケア
の方法をイラストや図でわかりやす
く解説。 
 
493-ｶ 朝ラク!スポーツ部活弁当 
強い体を食べて作る! 
上島亜紀 料理 ; 柴田麗 栄養監修 
学研プラス  

スポーツをしているジュニアにと
ってお弁当ははとても大切な１食。主
菜、副菜１、副菜２から１品ずつを選
んで、おかず３つを詰めるだけ、１５
分でできるお弁当を紹介。全レシピに
カロリー＆とれる栄養表記付き。 
 
498-ﾏ しんどい時の自分の守り方 
10 代から知っておきたいメンタル
ケア  
増田史 著  ナツメ社 

自分がキライ、親とうまくいかない、
やりたいことが見つからない…。しん
どさを手放し、もっとラクに生きるた
めの、自分でできる心のケアを紹介。
誰かにＳＯＳを出すスキルも伝える。
悩み相談連絡先一覧付き。 
 
 

秋って、無性に本が読みたくなるよね～ (#^.^#) 
道ばたのススキに秋を感じる今日この頃、図書館も 10月らしくなりました。図書館は

今、ハロウィン色に染まっています。ハロウィンを楽しむのと同じくらい本も楽しんでほしい

季節。ゆったりした時間にぴったりの本を用意しております。図書館に足を運んでみてく

ださいな。 

10月 27日から 11月 9日まで読書週間です。委員会主催のイベントも企画し

ますので、お楽しみに❤  ぜひ参加してくださいね。   ｂｙ司書 
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＊＊こんなコーナーつくっています＊＊ 

入口･･･ハロウィン特集 魔女や魔法が大集合！ 

      

館内･･･１０月 1 日は法の日 
身近な法律について知る機会にしましょう。 

 
ガラスケース 

芸術の秋だ 絵の世界を楽しもう！ 
普段は図書館の奥深くにそっと置かれている古今東西の

絵画の本に光を当てます。絵に隠された秘密を味わおう！ 

 

学研小論文コーナーの本を 

リニューアルしました。 
 小論文対策に読んでおくと役に立つ本が 

そろっています。ぜひ活用してください。 

ハロウィンイベント １０月３１日 
図書館のカウンターで  

合い言葉「トリック ｵｱ トリート」を言うと、 

素敵なことが！ ぜひ、来てくださいね❤ 
 



498-ﾜ 不安に負けない気持ちの整
理術  和田秀樹著  
ディスカヴァー・トゥエンティワン 

「かくあるべき」をやめる、他人の
不安感情には付き合わない、他人の言
葉を深読みしない、ＳＮＳとは適度な
距離を保つようにする、ほめてもらえ
る場を持つ、「空気を読めなくてもＯ
Ｋ」と開き直る、「みんなと同じ」にこ
だわらない、不安がなくなったら何を
するか考えてみる、不安と上手に付き
合うコツがわかれば、生きやすくな
る！ 
 
【宇宙】538-ｺ さばの缶づめ、宇
宙へいく 鯖街道を宇宙へつなげた
高校生たち 
小坂康之, 林公代 著 イースト・プレス 

宇宙食さば缶の開発はどのように
始まり、幾多の困難を乗り越え、ＪＡ
ＸＡの正式認証を勝ち得て、宇宙に飛
ばすことができたのか。福井県立若狭
高校の生徒と、彼らの頑張りに引っ張
られた大人たちが織り成したドラマ
を描く。【読書感想画ｺﾝｸｰﾙ指定図書】 
 
【商業】673-ｵ おすしやさんに
いらっしゃい! 生きものが食べもの
になるまで 
おかだだいすけ 文 ; 遠藤宏 写真 
岩崎書店  

海で生きているところを釣り上げ
られた、キンメダイ、アナゴ、イカ。
どんな魚なのかな。観察してみよう。
次は、魚をさばくよ…。海で生きてい
た魚がおすしになるまでを写真で紹
介し、命をいただいて生きていること
を伝える。 
 
【７２６マンガ】 
726-ｱ-27 この音とまれ! 27 
アミュー 著 集英社  

愛たちは『和』についての解釈がま
とまり、どう弾くかの方向性が見えた
事でこれまでに比べ格段に良い演奏
ができるようになった。しかし名都は
Fill In を入れる事ができないでいた。
演奏に迷いがあるのは、自分に何か言
いかけて飲み込んだ事があるからで
はないかと愛から問われた名都は
…!? そして、全国大会が始まる!! 
 
726-ｺ-4 生理ちゃん 4日目 
小山健 著    KADOKAWA 

イタイ、ツライ、メンドクサイを吹
き飛ばすほど、笑って泣けちゃう大傑
作、最終巻!!!!  
【手塚治虫文化賞短編賞（第２３回）】 
 
☆726-ﾊ イグアナの娘  
萩尾望都 著 小学館 

生まれてきたのは、イグアナの姿を
した女の子！！ 親子の葛藤と愛憎を
シュールな心象で描く異色短編集。 

☆726-ﾋ ヘタリア axis powers 
１～６ 
日丸屋秀和 著 幻冬舎コミックス 

遊び好きで女好きで逃げ足の速い
ヘタレ、だけど愛すべきイタリア！ 
「彼」と、世界の愉快な仲間たちが繰
り広げる抱腹絶倒シニカルギャグ！ 
 
726-ﾔ マンガ大地の子 ３、４ 
山崎豊子 原作 文藝春秋  

東洋製鉄に最新鋭の技術を要求す
る陸一心。中国語で応じる上海事務所
長・松本耕次。松本は子供たちの消息
を求めて戦争孤児探しの訪中団に加
わり…。山崎豊子「大地の子」のマン
ガ化。物語の背景がわかる解説つき。 
 
726-ﾔ 女の子がいる場所は 
やまじえびね 著 KADOKAWA 

「ここに描かれている遠い国の少
女と私たちは一緒だ。そう、私たちは
差別される側。認めるのはつらいけど、
事実を知れば知るほど『ぶち破ってや
るぞ!』と力が湧いてくる」山内マリコ
談。 
 
【７２６絵本】 
726-ｺ はるのひ 
小池アミイゴ 作・絵 徳間書店 

ことくんがお父さんの畑でお手伝
いをしていると、森のむこうに煙がの
ぼるのが見えました。ことくんはお父
さんに「あの煙を見に行っていいかな」
と聞くと…。男の子の小さな冒険を描
く、詩情豊かな絵本。 
【日本絵本賞（第２７回）】 
 
726-ｺ ねむろんろん  
こしだミカ え ; 村中李衣 ぶん 
新日本出版社  

ほっかいどうのひがしのはし、オホ
ーツク海とたいへいようにはさまれ
たねむろの町。サンマ漁でゆうめいな
みなと、造船、こんぶほしではたらく
人たち。海にはゴマフアザラシ、ハナ
サキガニ、草原にはうし、もりにはシ
マフクロウもいるよ。ゆたかなしぜん
の中でいきる人といきものの絵本。 
 
726-ﾄﾞ 夜をあるく  
マリー・ドルレアン 作 ; よしいかずみ 
訳  BL出版  

真夜中に、お母さんに起こされたき
ょうだい。「やくそく、おぼえてる？」
と、家族 4 人で夜の中へ出かけていき
ます。夏の夜は静かで、あかりが灯っ
ていたり、遠くから音が聞こえてきた
り、においにも敏感になります。やが
て景色は町から自然の中へ。くらい山
道、池に映る月、満天の星……そして、
険しい山道を登っていった先では、う
つくしい日の出が家族を迎えます。 
 
 

726-ﾊ あかいてぶくろ  
林木林 文 ; 岡田千晶 絵 小峰書店 

女の子の手をいつもいっしょに温
めていた一組の赤い手袋。ある日、女
の子は森で右の手袋を落としてしま
います。通りかかったきつねが手袋を
見つけて枝にかけておきますが、風で
飛ばされてしまって…。 
 
【７２６技法】 
726-ﾅ 人を描くのって楽しいね! 
衣服編 (服の描き方をとことん追
究) 
中村成一 著 広済堂出版 

人の身体を家に見立てて描く「ハウ
ス描き」をはじめ、シワ攻略のテクニ
ック、ズボン・シャツのエリ・スカー
ト・帽子・靴の描き方など、人の身体
と衣服を簡単に描くための攻略法を
紹介する。 
 
726-ﾅ 人を描くのって楽しいね! 
顔・頭編 (アニメ顔からリアル顔ま
でじっくり攻略)  
中村成一 著 廣済堂出版 

顔は、人を描くときに一番楽しいと
ころ。でも、上手く描くにはちょっと
したコツがいる。初心者の人やデッサ
ンの迷子になっている人の道しるべ
になるように、アニメ顔から髪の毛、
リアル顔まで、描き方を丁寧に解説す
る。 
 
【７８スポーツ】 
781-ﾅ 部活で差がつく!ジュニア
選手のためのストレッチ徹底バイブ
ル 競技力アップのポイン  
長畑芳仁 監修  
メイツユニバーサルコンテンツ  

部活動ですぐに実践できる正しく、
安全で、効果的なストレッチング方法
を解説。柔軟性の獲得に向けた自分の
体を見直す確認方法、競技別に実践し
たいストレッチのチャートも掲載す
る。 
 
【女子バスケット】 
783-ﾀ 苦しいときでも、一歩前へ! 
髙田真希 著 KADOKAWA 

受け身のままでは何も変わらない。
今までも、これからもずっと挑戦者で
ありたい。アスリート兼社長としても
活躍中の女子バスケ日本代表の大黒
柱が、自身の半生を振り返りながら、
ポジティブ思考のコツを綴る。 
 
786-ﾜ はじめてでもよくわかるソ
ロキャンプの便利帳  
渡辺有祐著 イースト・プレス 

多様化するキャンプの楽しみ方の
中でも、自由度の高さで注目されてい
るソロキャンプ。ベテランキャンパー
が選び使っている道具と、その用途や
選ぶ際の判断基準を紹介する。 

【詩集】911-ﾕ 詩集 ありと角砂糖 
祐 著 今井出版 

膨らみがちな悲しみ、尖った痛みも
心の小箱から豊かな自然の中に取り
出してみれば一葉となって水面に流
れ白い雲のように軽々と姿を変えて
ゆきます。ささやかな日常から生まれ
た 51 編の詩集です。 
 
【９１３日本の小説】 
☆913-ｱ 死にたがりの君に贈る物語  
綾崎隼 著 ポプラ社  

熱狂的なファンを持つ小説家・ミマ
サカリオリ。しかし、人気シリーズの
完結目前、インターネット上で訃報が
告げられた。やがて山中の廃校に集ま
った７人の男女が、或る小説になぞら
えて共同生活を送ることに…。青春ミ
ステリ。 
 
913-ｶ 蛍と月の真ん中で  
河邉徹 著  ポプラ社 

カメラマンを目指す大学生、匠海。
かつて父が蛍を撮影した長野県辰野
町を訪れた彼を出迎えてくれたのは、
父が愛した美しい景色と、様々な事情
を持つ人びとで…。若者たちの葛藤と
確かな一歩を描いたみずみずしい青
春小説。 
【読書感想画コンクール指定図書】 
 
☆913-ｻ キミと僕の最後の戦場、あ
るいは世界が始まる聖戦 4～11 
細音啓 著  KADOKAWA 

危険任務の手当として休暇を与え
られ、リゾートへやってきたイスカた
ち。水着でバカンスを堪能するはずが、
かつてイスカが救った魔女、皇庁第３
王女シスベルと再会したことで雲行
きが怪しくなり…。 
 
913-ｽ 腹を割ったら血が出るだけさ 
住野よる 著 双葉社  

高校生の茜寧は、友達や恋人に囲ま
れ充実した日々を送っている。しかし
それは、「愛されたい」という感情に縛
られ、偽りの自分を演じ続けるという
苦しい毎日だった。ある日、茜寧は愛
読する小説の登場人物、〈あい〉にそっ
くりな人と街で出逢い――。 いくつ
もの人生が交差して響き合う、極上の
青春群像劇。 
 
913-ｾ 掬えば手には  
瀬尾まいこ 著 講談社 

中学３年のときに、人の心を読める
という特殊な能力に気づいた大学生
の匠。ところが、バイト先で出会った
常盤さんは、匠に心を開いてくれなく
て…。「幸福な食卓」「そして、バトン
は渡された」に連なる、究極に優しい
物語。 
 
 

913-ﾀ おいしいごはんが食べられ
ますように  
高瀬隼子 著 講談社  

職場でそこそこうまくやっている
二谷、皆が守りたくなるような存在で
料理上手な芦川、仕事ができてがんば
り屋の押尾。心をざわつかせる、仕事
＋食べもの＋恋愛小説。 
【芥川賞（１６７回（２０２２上半期）
受賞】 
 
913-ﾀ ヘルンとセツ  
田渕久美子 著 NHK出版 

ギリシア生まれのジャーナリスト、
ラフカディオ・ハーンと上士の血を引
くセツ。2 人の宿縁の出会いと文学作
品に結実するまでをドラマチックに
描く。日本に憧れ東京に上陸したハー
ンは、英語教師として松江に赴任、誤
解からヘルン先生と呼ばれるように
なる。版籍奉還により生家は財産を失
い、働く場も失ったセツは旅館に滞在
中の異国人の女中として奉公する。は
じめは会話にも不自由するが、ハーン
の日本男性にはない優しさ、セツの武
士の娘である毅然とした佇まいに互
いに惹かれあうようになる。あるとき
セツの語る説話にハーンが高い関心
を示した…。こうして奇跡的に出会っ
た二人が愛を育み障害を乗り越え、
『怪談』を世界に発表する。 
＊松江が舞台、著者も益田市出身 
 
913-ﾂ 箱庭の巡礼者たち  
恒川光太郎 著 KADOKAWA 

ある夜、少年は優しい吸血鬼を連れ、
竜が棲む王国を出た。祖母の遺志を継
ぎ、この世界と繋がる無数の別世界を
冒険するために。時空を超えて旅する
彼らが出会った不思議な道具「時を跳
ぶ時計」、「自我をもつ有機ロボット」、
そして「不死の妙薬」。人智を超えた異
能（ギフト）がもたらすのは夢のよう
な幸福か、それとも忘れられない痛み
か。六つの世界の物語が一つに繋がる
一大幻想奇譚。 
 
913-ﾅ 汝、星のごとく 
凪良ゆう 著 講談社 

瀬戸内の島に育った高校生の暁海
と、自由奔放な母の恋愛に振り回され
島に転校してきた櫂。ともに心に孤独
と欠落を抱えた二人は、惹かれ合い、
すれ違い、そして成長していき…。 
 
☆913-ﾅ 大正浪漫 YOASOBI『大正浪
漫』原作小説  
NATSUMI 著 双葉社  
【夜遊びコンテスト大賞（ｖｏｌ．２）】
時翔のもとに届いた不思議な手紙。令
和と大正、１００年の時を超えた恋の
行方は…。「小説を音楽にするユニッ
ト」ＹＯＡＳＯＢＩの恋愛ソングの原
作小説。ｉｋｕｒａの朗読動画を視聴

できるＱＲコード付き。 
 
913-ﾆ 夏休みの空欄探し 
似鳥鶏 著 ポプラ社 

会員が 2 名しかいないクイズ研究
会会長の高校 2 年生・成田頼伸(ライ)
は、クラス内で「じゃない方」と呼ば
れている。ライと同じ姓で、ダンス同
好会に所属する人気者・成田清春(キ
ヨ)がいるからだ。クラスで「成田君」
といえば、キヨのこと。「役立たたない」
ことが好きなライと、大学受験に向け
て効率重視で「役立つこと」が好きな
キヨ。性格も対照的で、クラスでは決
して交わることのなかった二人だが、
夏休みの間、ひょんなことから、謎解
きに挑む姉妹を手伝うことになる。謎
解きの先で待つものとは――。 
 
913-ﾌ その意図は見えなくて 
藤つかさ 著 双葉社 

第 42 回小説推理新人賞受賞作を含
む全５篇の連作短篇集。高校を舞台に、
何かと同級生と比べてしまったり、将
来に悩んだり、圧倒的な才能を持つ生
徒を前に諦めてしまったりする高校
生男女が、自分は何者なのか？ これ
から先の自分は？ と悩みながらも
答えに行き着く姿を日常の謎を絡め
て描く青春群像劇。 
 
913-ﾓ はなの街オペラ  
森川成美 作 くもん出版 

時は、大正時代。東京に奉公に出て、
ひょんなことから歌のレッスンを受
けることになったはなは、次第にオペ
ラに関心をもつようになり…。困難な
状況にある人々が、逆境のなかでも、
音楽の力を信じ、明日へ進んでいく物
語。【読書感想画コンクール指定図書】 
 
☆913-ﾕ レゾンデートルの祈り  
楪一志 著  ドワンゴ 

安楽死が合法化された未来の日本。
人命幇助者〈アシスター〉の眞白は、
死に救いを求める人々と正面から向
き合い…。誰もが抱える暗闇に寄り添
い、人生に希望の光を照らす物語。 
 
【英米小説】 
933-ﾃﾞ ぼくたちのスープ運動  
小さな思いやりが世界を変える! 
ベン・デイヴィス 作 評論社 

ジョーダンが、ママが持たせてくれ
た温かいスープをホームレスの人に
あげたことから広がっていった「スー
プ運動」。やがてジョーダンは、小児病
棟で出会った少女との「大切な約束」
が自分の行動の芯にあることに気づ
き…。 
【読書感想画コンクール指定図書】 
 
 


