
 

 

 

📖【予告 1】ぐるっと! 小伊津展 2021 ＠ひらこう図書館 

建築を学ぶ学生が制作した小伊津地区のジオラマ模型を、ひらこう図書館で展示します。 

小伊津を訪れたことがある人は、ジオラマでその魅力を再確認してください。 

   小伊津を訪れたことがない人も、ジオラマを見たらきっと行ってみたくなるはず！ 

     下記期間中に、ぜひひらこう図書館まで足を運んでくださいね。 

【期間】2021年 11月 1日(月)～11月 5日(金) ※10/29(金)にセッティングします。 

📖【予告 2】校内ビブリオバトル大会、開催します!  

ビブリオバトルとは？ 

ビブリオバトルとは、お気に入りの本を紹介しあうゲームです。 

ルールは以下の４つだけ！ 

 

 

 参加者募集中！ 

発表者（バトラー）として参加を希望する人は、司書までお知らせください。 

  ➡ 申し込み締切：10 月 22 日（金） 

観覧者（オーディエンス）としての参加は、申し込み不要です。 

たくさんのご参加お待ちしています！ 

 

校内大会の日程 

11 月 8 日（月）15:45～  ＠ひらこう図書館 
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ひ ら こ う 
顔の印象ってどこで決まるんでしょうか。真っ先に思いつ
くのが「目」ですが、他のパーツも侮れない。マスクが必
需品となって早 1 年半、たまにマスクを外した顔を見ると
ずいぶん印象が違って見えますよね。ということは、顔の
印象に「口」が果たす役割も大きいはず。 
個人的には表情を決定づける立役者は「眉」だと思って
います。嘘だと思うなら、試しに鏡の前で眉を隠した自分
の顔を見てみてください。…ね？ 

① 読んでおもしろいと思った本を１冊持って集まる。 

② 順番に、1人 5分間で本を紹介する。 

③ その発表に関するディスカッションを 2～3分で行う。 

④ すべての発表が終了した後に、「どの本が一番読みたくなったか」を基準とした投票を 

行い、『チャンプ本』を決める。 

“時間の流れ”   ― １年２組  高橋 唯 

みなさんは時間の流れが速いなと感じたことはありますか? 

私は感じたことがあります。例えば、私の場合、小学校 6 年間は長いなと感じますが、中学校 

3 年間は速いなと感じます。中学 1 年生だったころは、まだ 1 年生か～なんて、余裕な感じでした。 

しかし、中学 2 年生のときに進路のことについて考えたときは、えっ、もう進路のことを考えるの 

か!!と驚きました。そういうときに時間の流れは速いなと感じます。 

他にも私は、勉強を集中して 1 時間やった場合は、まだ 1 時間しか経っていないか～と感じます。 

ですが、不思議なことに、スマホゲームを集中して 1 時間やった場合、もう 1 時間経ったの! 速い 

な～と感じます。 

人生の流れ、時間の流れは速いです。人生は一度きりなので、思いっきり楽しみましょう。 

✍Next writer is… K.I!   

 

秋と言えば「読書の秋」そして「芸術の秋」。 

そんな秋にぴったりの「読書感想画コンクール」のご案内です。 

「ところで読書感想画って何？」という疑問を抱いたあなた、

 本を読んだ感想を絵で表現するもの  

「何だか難しそう…」「でも面白そう！」「挑戦してみようかな？」と 

思った人は、図書準備室まで要項を取りに来てください。 

 

下記はコンクールの指定図書（読書感想文コンクールでいうところの課題図書）です。 

もちろんこれ以外の本を読んで感想画を描いてもかまいません。 

※数字は本の背ラベルにある分類番号です。 

 

289.1『武器ではなく命の水をおくりたい 中村哲医師の生き方』宮田律/著 平凡社 

★35年にわたり紛争地域で人道支援にあたり、2019年に凶弾に倒れた中村医師の生涯をたどる。 

369『大切な人は今もそこにいる ひびきあう賢治と東日本大震災』千葉望/著 理論社 

★宮沢賢治のふるさと・陸前高田市は、東日本大震災で被災した。そして、あれから 10年。 

913『世界とキレル』佐藤まどか/著 あすなろ書房 

★不思議なサマースクールに送り込まれ、スマホを取り上げられた舞。無事生き残ることができるのか!? 

913『零から 0 へ』まはら三桃/著 ポプラ社 

★多くの命を奪った戦闘機の製作に関わったことを悔いる男たちは、戦後新幹線の開発に携わることに。 

933『きみのいた森で』ピート・ハウトマン 作 評論社 

★親友ができて祖父の死から立ち直った主人公。ところがある日、親友の姿がぼやけて消えてしまう。 

図 書 委 員 が つ な ぐ ！ リ

レ

ー

コ

ラ

ム

校内大会でチャンプ本に 

選ばれた本を紹介した人は 

県大会に出場できます！ 



🎨   芸術の秋   🖌 
 
世界の芸術家の生涯と作品を学べる 

「アート・ビギナーズ・コレクション」。 

702『もっと知りたいミケランジェロ』 
 
702『もっと知りたいレオナルド・ダ・

ヴィンチ 改訂版』 
 
721『もっと知りたい文人画』 
 
721『もっと知りたい浮世絵』 
 
721『もっと知りたい鳥獣戯画』 
 
721『もっと知りたい歌川国芳』 
 
721『もっと知りたい伊藤若冲 改訂版』 
 
721『もっと知りたい東山魁夷』 
 
721『もっと知りたい歌川広重』 
 
721『もっと知りたい尾形光琳』 
 
721『もっと知りたい葛飾北斎 改訂版』 
 
721『もっと知りたい横山大観』 
 
721『もっと知りたい狩野派』 
 
723『もっと知りたいターナー』 
 
723『もっと知りたいマティス』 
 
723『もっと知りたいラファエッロ』 
 
723『もっと知りたいエル・グレコ』 
 
723『もっと知りたいゴヤ』 
 
723『もっと知りたいピカソ 改訂版』 
 
723『もっと知りたいベラスケス』 
 
723『もっと知りたいシャガール』 
 
723『もっと知りたいボッティチェッ

リ』 
 
723『もっと知りたいゴッホ』 
 
723『もっと知りたいフェルメール 

改訂版』 
 
723『もっと知りたいレンブラント』 
 
723『もっと知りたい岡本太郎』 
 
723『もっと知りたいパウル・クレー』 
 
723『もっと知りたいルノワール』 
 
723『もっと知りたいミュシャ 改訂版』 
 
723『もっと知りたいムンク』 
 
723『もっと知りたいマネ』 
 
723『もっと知りたいセザンヌ』 
 
723『もっと知りたいマグリット』 
 
723『もっと知りたいゴーガン 第 2 版』 
 
723『もっと知りたいサルバドール・

ダリ』 
 
723『もっと知りたいミレー』 
 
723『もっと知りたいモネ』 
 
733『もっと知りたい棟方志功』 
 
751『もっと知りたいエミール・ガレ』 
 
751『もっと知りたいルネ・ラリック』 

┥ 進路に関する本  
376『農学部 中高生のための学部選び

ガイド』佐藤成美/著 ぺりかん社 

498.1『看護師をめざすあなたへ』 

髙橋則子/ほか著 日本看護協会出版会 

519『環境専門家になるには』 

小熊みどり/著 ぺりかん社 

 
┥ 世界史  
209『ヴィジュアル歴史百科』 

DK 社/編著 原書房 

★CG・鳥瞰図・断面図etcで、古代から現

代の人類の流れを眺めてみる。 

 

┥ 日本史  
210.3『知られざる古墳ライフ』 

譽田亜紀子/著 誠文堂新光社 

★古墳時代と言えば真っ先に浮かぶのが

古墳。でもそれだけじゃない。当時の人々は

どう暮らし、どんな社会をつくったのか。 

 

┥ 企業  
335『ファッションの仕事で世界を変

える エシカル・ビジネスによる社会貢

献』白木夏子/著 ちくまプリマー新書 

★エシカルとは「倫理的な」「思いやりのあ

る」といった意味。ファッションの仕事を通し

て貧困や社会問題に取り組む著者の姿か

ら世界を眺める。 

 

┥ 経営管理  
336『新コーチングが人を活かす』 

鈴木義幸/著 ディスカヴァー・トゥエ

ンティワン 

★相手と自分の発見をうながし、チームや

組織に対話を引き起こす最新のコミュニケ

ーション技術を紹介。 

 

┥ 社会階層  
361『格差と分断の社会地図 

16 歳からの〈日本のリアル〉』 

石井光太/著 日本実業出版社 

★貧困と格差の連鎖が引き起こす日本社

会の分断について、改善策を探る。 

 

┥ 性別  
367『早く絶版になってほしい#駄言

辞典』日経 xwoman/編 日経 BP 

★駄言とは、いわゆる「男なのに」「女だか

ら」という枕詞とともに使われる古い固定

概念に縛られた発言のこと。これらの何が

問題で、どう立ち向かっていけばいいのか。 

 

 
┥ 児童福祉  
369『貧困の中の子ども』下野新聞子

どもの希望取材班/著 ポプラ新書 

★「制服を買えないから全日制の高校に

は通えない」…可視化されにくい子どもの

貧困の解決策を探る。 

 

┥ 教育  
373『学校の役割ってなんだろう』 

中澤渉/著 ちくまプリマー新書 

★学校が果たす役割に寄せられる期待は

年々大きくなっていく。学校組織の特徴や

社会との関係から、学校は何のためにある

のか改めて考えるための本。 

ﾘｸ 379『7 日間で突然!頭が良くなる

超勉強法 ドラゴン桜公式副読本』 

桜木建二/著 SB クリエイティブ 

★漫画『ドラゴン桜』の主人公・桜木建二

が教える、7 日間で頭が良くなる勉強法。

ここでいう「頭の良さ」とは、語彙力・情報

処理力・質問力などのこと。 

 

┥ 医療  
490『看護婦が見つめた人間が病むと

いうこと』宮子あずさ/著 講談社文庫 

490『看護婦が見つめた人間が死ぬと

いうこと』宮子あずさ/著 講談社文庫 

 

490『訪問看護師が見つめた人間が老

いて死ぬということ』 

宮子あずさ/著 海竜社 

★長年看護師として働いてきた著者が語

る、生老病死のリアル。 

493.7『10 代のためのもしかして摂

食障害?と思った時に読む本』 

おちゃずけ/著 合同出版 

★はっきりとは分からないけど、自分や友

達が拒食症や過食症なのかもしれない。 

ちょっとでもそう感じたら読んでみて。 

495.1『生理前あるある』 

中安紀子/著 星和書房 

★PMS(月経前症候群)より精神症状が

強く出る PMDD（月経前不快気分障害）。

その症状を紹介し、対処法を含めて紹介。 

495.1『生理で知っておくべきこと』

細川モモ/著 日経 BP マーケティング 

★食生活やストレス、生活習慣が生理痛と

PMS にどんな影響を与えているのかを分

析し、そのつらさを軽減する方法を紹介。 

498.3『しんどい時の自分の守り方』 

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…。そんなしんどさ

を抱えている自分を守る方法。 

498.5『図解眠れなくなるほど面白い

糖質の話』牧田善二/著 日本文芸社 

★私たちが日々摂取している糖質。肥満と

カロリーは関係ない? 炭水化物を食べな

くても平気? 人工甘味料は敵 or味方?  

 

┥ コミック  
ﾘｸ 726『ドラゴン桜 2 1～16』 

三田紀房/著 講談社 

 

┥ スポーツ  
783.4『サッカー止める蹴る解剖図鑑』 

風間八宏/著 エクスナレッジ 

★ボールを正確に扱うポイントを「止める」

「蹴る」「運ぶ」「パス」に分けてイラストで

解説する。 
 
┥ 英語  
835『高校の英文法・語法が 1 冊でし

っかりわかる本』 

肘井学/著 かんき出版 

★接続詞・名詞・形容詞・副詞・前置詞な

どの高校英文法と、動詞や名詞の語法が

しっかりマスターできるよう、英文の内容が

イメージできるイラストつきで解説。 

┥ 日本の詩歌  
911.1『百人一首解剖図鑑』 

谷知子/著 エクスナレッジ 

★「百人一首」の上の句・下の句それぞれ

の意味を、イラストで表現し解説。和歌の

理解に必要な用語、歴史や風俗について

も説明。 

 
┥ 日本の小説  
913『みとりねこ』有川浩/著 講談社 

★猫の浩太は、一家の長男・浩美と生まれ

たときからずっと一緒。いつも醤油にひたし

た肉球で、テーブルクロスにハンコをペタ

ペタ。そのわけは…。 

913『貝に続く場所にて』 

石沢麻依/著 講談社 

★【芥川賞】ドイツに暮らす私の元に、東日

本大震災で行方不明になったはずの友人

が現れる。コロナ禍が影を落とす異国の街

に、9年前の光景が重なり合い…。 

ﾘｸ 913『よこまち余話』 

木内昇/著 中公文庫 

★お針子の齣江、<影>と話す少年、皮肉

屋の老婆らが暮らす長屋。あやかしの鈴が

響くとき、押し入れに芸者が現れ、天狗が

お告げをもたらす。 

 

🍽   食欲の秋  🍖 
 
596『朝、イチから作らないおべんと

う』 
 
596『続くお弁当』 
 
596『小林カツ代の永久不滅レシピ

101』 
 
596『〈食材別〉おいしさと栄養を引

き出す料理のきほん』 
 
596『初めてでもズボラでもおいしく

できる自炊のきほん』 
 
596『オーブンでスイッチポン!の絶

品レシピ』 
 
596『1 人分のレンジ飯革命』 
 
596『電子レンジで超ラクごはん』 
 
596『ちょこっと仕込みで即ウマごは

ん』 
 
596『一生使える!野菜のおかず事典

300』 
 
596『おうちでおいしい韓国ごはん』 
 
596『基本のイタリアン』 
 
596『はじめてのお菓子教室』 
 
596『作ってあげたいやさしい手作り

お菓子』 
 
596『魔法のてぬきおやつ』 
 
596『もっと!魔法のてぬきおやつ』 
 
 

913『テスカトリポカ』 

佐藤究/著 KADOKAWA  

★【直木賞】メキシコの麻薬密売人バルミ

ロと臓器売買コーディネーターの末永は、

新たな闇ビジネスを実現させるため日本

へ向かう。少年コシモは知らぬ間に彼らの

犯罪に巻き込まれ…。 

913『乱反射』貫井徳郎/著 朝日文庫 

★「いつもしているわけじゃない」「もっと悪

いことをしている人がいる」そんな言い訳

のもと積み重ねられる小さな罪、そして起こ

った悲劇。さて、責任は誰にある？ 

913『オーラの発表会』 

綿矢りさ/著 集英社 

★他人に興味が持てない大学生の海松子。

友達は萌音、ひとりだけ。なのに、幼馴染の

同い年男子と、男前の社会人からアプロー

チを受けていて…。 

┥ 日本のエッセイ  
914『クラスメイトの女子、全員好き

でした』爪切男/著 集英社 

★小学校～高校まで、いつもクラスメイトの

女子に恋をしていたと語る著者のエッセイ。 

 

 

✲ 注目の 1 冊 ✲ 

ﾘｸ 911.5『はだか 谷川俊太郎詩集』谷川俊太郎/著 筑摩書房 

★久しぶりに読みました。すべて平仮名で書かれた詩集。 

難しい言葉も一切使われていない。 

だからこそ、心に鋭く刺さるのだと思います。 

以下は「うそ」という詩の一節。     （by 司書） 

“うそをついてもうそがばれてもぼくはあやまらない 

       あやまってすむようなうそはつかない 

        だれもしらなくてもじぶんはしっているから 

         ぼくはうそといっしょにいきていく”  


