
 

年度が始まりました。新しいクラスの様子はどうですか？ もうすっかり馴染んだという人もいれば、慣れるのに 

もう少し時間がかかるという人もいるかもしれませんね。春は得てして気持ちがそわそわして落ち着かないもの。

無理に「落ち着いたふり」をするのではなく、落ち着かない自分をそのまま受け入れ、優しく寄り添ってあげることも大切

です。落ち着かないから気分転換がしたい！と思った人は、図書館までどうぞ。「心に効く」本があなたを待っています！ 

 

📖図書館と皆さんをつなぐ！スタッフのご紹介 

  

📖進路本コーナーをつくりました！ 

◆職業 

◆大学の学部・学科 

◆受験対策（就職試験、小論文・作文、面接、プレゼン...etc） 

 

これらに関する本を集め、ひとつのコーナーをつくりました。 

まだまだラインナップに不足はありますが、ひとまず「進路に関する

本をお探しの人は、まずはここから」と案内できるようなコーナーが

できたと思います。 

今後、コーナーのさらなるレベルアップを図っていきます！ 

 

📖【予告】第 1回雑誌プレゼント企画を行います！ 
図書館で購読している雑誌のうち、保存期間の過ぎたものを希望者にプレゼントします。 

この企画、今年度からは年に 2 回行うことにしました。 

第 1 回目は 5 月 19 日（木）・20 日（金）の 2 日間。 

図書館に雑誌を並べておきますので、ほしい雑誌がある人はチェックしに来てください。 

※プレゼントの対象となる雑誌の一覧は、直前に各教室に掲示します。 

 

 

 

強い女性達   3 年 4 組 池淵天音 

 私はお仕事小説を読むことが好きです。最近読んだ本の中では特に林真理子さんの著作『コスメ

ティック』がお気に入りです。化粧品業界でバリバリ働くキャリアウーマンの主人公が自分自身に

誇りを持ち、仕事でもプライベートでも自分の道を切り開いていく様子がとても痛快な小説です。

そしてもうひとつお気に入りの小説があります。それは永井紗耶子さんの著作『大奥づとめ』で

す。こちらは６つの短編で構成されており、江戸時代の大奥で女性達が生き生きと働く様子が主人 

        公を変えていく様子が書かれています。今より女性が一人で働い 

て生きることが難しかった時代、自らの務めに邁進し成長してい 

く姿にとても勇気をもらえる、読後感の爽やかな小説でした。 

 どちらも時代や仕事内容は全く違えど、登場人物が皆人間味が 

あり、時に悩み苦しみながらも自らの苦労や問題に立ち向かう姿 

はとても素敵だと思いました。私も彼女たちのような凛とした強 

い女性になりたいです。 

(↑左:『コスメティック』林真理子/著 小学館文庫)   （↑右:『大奥づとめ』永井紗耶子/著 新潮文庫） 
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🌸図書教育研究部 

 舟木 司  

・地歴公民科 

・3-1 副担任 

 影山 祥大  

・数学科 

・1-2 副担任 

 小村 あゆみ  

・家庭科 

・1-1 副担任 

 金築 真実  

・地歴公民科 

・2-4 正担任 

 梶谷 妙  

・学校司書 

 

🌸図書委員会 

1-1 錦織 美桜 1-2 柳樂 ひなた 1-4 永田 悠介 1-3 伊藤 愛紗 

2-1 清水 桂 2-2 二宮 涼寧 2-3 山﨑 紗奈 2-4 高橋 唯 

3-1 高田 悠紀兼 3-2 飯塚 祐翔 3-3 宇田 千夏 3-4 池淵 天音 

➡ 図書準備室常駐の教職員です。分からないことがあればいつでも相談を！ 

➡ クラスの皆さんと図書館との、大切なパイプ役です！  
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┥ 生き方・考え方  

159『時短・効率化の前に今さら聞け

ない時間の超基本』 

二間瀬敏史/ほか監修 朝日新聞出版 

★心地よく時間を使いながら、理想の生

き方を叶えるためには? 

┥ 世界史  

209『世界の歴史 別巻 1～4 イス

ラム世界 1・2/オスマン帝国 1・2』 

小学館 

★学習マンガ。 

 

┥ 日本史  
210.4『地図でスッと頭に入る鎌倉・

室町時代』山田邦明/監修 昭文社 

★大河ドラマの舞台となった鎌倉時代

は、どんな時代? 

 
┥ 政 治  

312『地図とデータで見る国境問題の

世界ハンドブック』 

ユゴー・ビヤール/ほか著 原書房 

 

┥ 法 律  
324『大人になるってどういうこと?』 

神内聡/著 くもん出版 

★いよいよこの 4 月から、18 歳を迎え

た 3 年生は成人＝大人になる。では、

「大人」って何? 

 

┥ 経 営  

335『女子高生社長、経営を学ぶ』 

椎木里佳、椎木隆太/著 ダイヤモンド社 

★女子高生社長が、上場企業の社長であ

るお父さんに経営のことを聞いてみた。 

335『地方起業の教科書』 

中川直洋/著 あさ出版 

★首都圏依存はもう古い。田舎で稼ぐ新

しい働き方を提案。 

335『中学生にもわかる会社の創り

方・拡げ方・売り方』宮嵜太郎/著    

クロスメディア・パブリッシング 

★「起業」には、これからの社会を生き

ていくのに大切な要素がたくさん含ま

れている。 

 

┥ マネジメント  

336『入社 1 年目ビジネスマナーの教

科書』金森たかこ/著 プレジデント社 

★社会に出たときに焦らないように…。 

 

┥ 青少年  

367『なぜ親はうるさいのか』 

田房永子/著 筑摩書房 

★親が過干渉になる仕組みを、子ども・

大人・母親の立場から徹底究明。親との

関係に悩んでいる人に。 

 
┥ 社会問題  

368『それでも生きる 国際協力リアル

教室』石井光太/著 ちくま文庫 

★家も食べるものもなく、学校にも行け

ない子どもたち。それでも彼らは力強く

生きている。 

 

┥ 児童福祉  

369『「医療的ケア」の必要な子ども

たち』内多勝康/著 ミネルヴァ書房 

★子どもの医療的ケアの現実と問題点

などを考える。 

┥ 障がい者福祉  

369『障害のある子が受けられる支援

のすべて』和枝福祉会/監修 ナツメ社 

★乳幼児期～親なき後まで、障害のある

子が受けられる公的支援・サービスなど

を紹介。 

369『「感動ポルノ」と向き合う』 

好井裕明/著 岩波ブックレット 

★頑張っている障がい者の姿を、健常者

の感動の道具として消費していないか。 

 

┥ 災害・防災  

369『もしもごはん 1～3』 

今泉マユ子/著 清流出版 

★もしも被災したとしても、おいしいご

飯が食べたい。常温保存できる食材で作

る簡単料理を紹介。 

369『スマホで防災』 

宮下由多加/著 ジャムハウス 

★スマホを防災ツールとして活用する

テクニックを紹介。 

 

┥ 教 育  
374『#教師のバトンとはなんだった

のか』内田良/ほか著 岩波ブックレット 

★ネット上に寄せられた、疲弊した教育

現場の声とは。 

376『ルポ森のようちえん』 

おおたとしまさ/著 集英社新書 

★自然の中で子どもたちを自由に遊ば

せながら育て、非認知能力を育む教育法

を紹介。 

378『得意なこと苦手なことが極端な

きみへ』高山恵子/著 合同出版 

★発達障がいの子の隠れた才能の見つ

け方や、やる気スイッチの入れ方など。 

 

┥ 服装の歴史  

383.1『世界の民族衣装図鑑』 

文化学園服飾博物館/編著 ラトルズ 

★民族衣装にはその地の気候風土だけ

でなく、民族の歩んだ歴史、思想や思考

も表れている。 

 

┥ 年中行事  

386『有職故実から学ぶ年中行事百科』

八條忠基/著 淡交社 

★130 以上の日本の年中行事・通過儀

礼を、その起源からひもとく。 

 
┥ 化 学  

430『図説ロウソクの科学』 

市岡元気/監修 宝島社 

★ノーベル化学賞を受賞された吉野彰

さんの愛読書と報じられた『ロウソクの

科学』。図説でよりわかり易く。 

 

┥ 動 物  

489『ネコもよう図鑑』 

浅羽宏/著 エクスナレッジ 

★様々な模様のネコ。親の模様は？ 

 
┥ 環 境  

519『はじめて学ぶ環境倫理』 

吉永明弘/著 ちくまプリマ―新書 

★エコ生活で環境はよくなる? つくら

れた自然は偽物? なぜ生物多様性が大

切なのか? 

┥ 家 計  

591『中高生からの親子で学ぶおかね

入門』前野彩/著 ビジネス教育出版社 

★自転車で通学中、歩行者にぶつかって

ケガをさせてしまったら? 絶対に知っ

ておくべきお金の話。 

 

┥ ダイエット  

595『生理周期に合わせてやせる!超

効率的フェムテックダイエット』 

高尾美穂/著 池田書店 

★無理なくボディメイクしたい人に。 

 

┥ 料 理  

596『フライパンひとつで作る!速攻

レシピ 101』 

ふらいぱんコバ Q/料理 ナツメ社 

★小さなフライパンで、自分のために、

自分の分だけ料理を作ろう。 

596『バズる!オムライスレシピ』 

オムライスのプロ/著 KADOKAWA 

★おいしくて SNS 映えするオムライス

レシピを紹介。 

596『世界のおやつ』 

鈴木文/著 パイインターナショナル 

★世界 36カ国のおやつレシピ 100点。 

┥ 掃 除  

597『掃除の解剖図鑑』日本ハウスク

リーニング協会/著 エクスナレッジ 

★掃除には法則があり、段取りがあり、

正解がある。 

 

 

597『世界一親切な片づけの教科書』 

長島ゆか/著 KADOKAWA 

★整理収納アドバイザーが、家が散らか

らない仕組みを解説。 

 

┥ 画 集  

723『石田徹也全作品集』 

石田徹也/著 求龍堂 

723『上田薫画集』上田薫/著 求龍堂 

723『三重野慶画集』 

三重野慶/著 芸術新聞社 

726『池田学画集 1』 

池田学/著 羽鳥書店 
 
┥ ペーパークラフト  

754『マステで素敵にアレンジ楽しい

ギフトと飾りつけ』森珠美/作品 

メイツユニバーサルコンテンツ 

★マスキングテープを使った小物やイ

ベントアイテムの作り方を紹介。 

 

┥ 演 劇  
775『タカラヅカの解剖図鑑』 

中本千晶/文 エクスナレッジ 

★男役・娘役のこだわりからバラエティ

豊かな作品まで解説。 

 

┥ スポーツ  
780『朝ラク!スポーツ部活弁当』 

上島亜紀/料理 学研プラス 

★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。 

781『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』 

長畑芳仁/監修 メイツユニバーサルコ

ンテンツ 

★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。 

 

┥ 日本語  

816『伝わる文章術見るだけノート』 

山口拓朗/監修 宝島社 

★うまい文章にはルールがある。 

 

┥ 日本文学  

910『超訳マンガ×オチがすごい文豪

ミステリー』 

朝霧カフカ/編 KADOKAWA 

★江戸川乱歩の『人間椅子』、太宰治の

『犯人』など、オチがすごい 10 作品を

マンガで解説。 
 

┥ 詩 歌  

908『大人になるまでに読みたい 15

歳の詩 1～6』ゆまに書房 

911『大人になるまでに読みたい 15

歳の短歌・俳句・川柳 1～3』 

ゆまに書房 

★思春期真っただ中にこそ読んでほし

い、言葉の粋。 

911.1『あなたのための短歌集』 

木下龍也/著 ナナロク社 

★著者はいただいた「お題」に応じて短

歌をつくる。たとえば「生きたいと思え

るような短歌をください」というような。 

911.3『次の角を曲がったら話そう』 

伊集院光/監修 小学館 

★TBS ラジオ「伊集院光とらじおと」

の自由律俳句コーナーに寄せられた俳

句。この本のタイトルも自由律俳句。 

┥ 日本の小説 
913『五つの季節に探偵は』 

逸木裕/著 KADOKAWA 

★同級生から「教師の弱みを握ってほし

い」と依頼されて尾行を始めたみどりは、

“人の本性”を見ることに喜びを覚え…。 

913『塞王の楯』今村翔吾/著 集英社 

★【直木賞受賞】決して破られない石垣

vs どんな守りも打ち破る砲。信念をか

けた職人の対決が幕を開ける。 

913『落花流水』 

鈴木るりか/著 小学館 

★現役受験生作家が描く、リアル受験生

の青春小説。 

913『現代生活独習ノート』 

津村記久子/著 講談社 

★キラキラしていなくても冴えない日

常は、案外愛しく、悪くない。 

913『闇祓』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。 

913『ばにらさま』 

山本文緒/著 文藝春秋 

★冴えない広志の恋人は、白くて甘くて

冷たい”ばにらさま”。彼女はいつだって

満たされない。 

（3月までに入った本） 

1 年生の現代文で取り上げられた 最果
さいはて

タヒさんの本 
------------------------------------------ 

【詩集】911.5『天国と、とてつもない暇』小学館 

911.5『死んでしまう系のぼくらに』リトルモア 

★最果さんの詩って独特だと思う。 

詩と呼ぶべきかエッセイと呼ぶべきか、はたまた物語か。 

【エッセイ】914『神様の友達の友達の友達はぼく』筑摩書房 

★言葉は誰のものでもないけど、誰かのものではある。 


