
 

書館の棚を大幅に移動したのを見て「どうやって動かしたんですか?」と訊いてくれた人が何人かいました。  

正解は至って単純で、①本棚から本を抜く ②本棚を動かす ③本を本棚に戻す、これだけです。単純だけど時

間がかかるし、本の出し入れは意外に重労働です。そして本棚を空っぽにすると、せっかくだから本棚をきれいにしたいと

思うもの。本棚のホコリを払い、古いテープをはがして粘着汚れを落とす、という作業に思いのほか時間を取られてしまい

ました。何年か前に「名もなき家事」なんて言葉が注目を集めたことがありましたが、私たちの日常には名前のない、しか

し大切な作業工程がたくさんあるんですね。一人で取り組んでいたらきっと心が折れていたと思います。お手伝いしてく

ださった皆さん、本当にありがとうございました! 

 

📖ひらこう図書館、リニューアルオープン！ 

   

 

📖夏休み中の図書館利用について 

 

・・・本とともに楽しい夏を・・・ 
月 火 水 木 金 

7/25 

○ 

7/26 

○ 

7/27 

○ 

7/28 

× 

7/29 

× 

8/1 

○ 

8/2 

○ 

8/3 

○ 

8/4 

○ 

8/5 

○ 

     ・ ○の日は通常どおり 8:30～17:00開館しています。×の日は休館です。 

     ・ 8/8(月)以降は蔵書点検などのため休館します（始業式の前日まで）。 

 

       夏休み直前～夏休み中に借りた本の返却日 

                     ➡8/17（水）始業式の日 

 

 

 

 

 

というわけで、大幅な配置換えを行った新・ひらこう図書館

の様子を見てみましょう。 

 

☜こちらが平田高校学校後援会様に寄贈していただいた 

新しい木製書架です。 

図書館の入り口にいちばん近いところに設置しました。 

これからはこの書架を含むすべての書架を活かし、 

本が「読んで！」と呼びかけているような空間づくりを 

目指していきます。 

 

選挙レポート   ３年３組 宇田千夏 

 皆さんは 7 月 10 日に参議院議員通常選挙が行われたことをご存知でしょうか。参議院選挙という

言い方の方がなじみがあるかも知れませんね。私は投票日の数日前に誕生日を迎え、選挙権を与えら

れました。18 歳になった実感も無く、早く投票を済ませたいぐらいにしか思っていませんでした。 

 しかし実際に選挙会場へ行くと、成人になったのだなと感じて、真面目に投票するためにネットで

調べたりしました。もう少し選挙に興味を持ち、候補者や政党の特徴について知っておけばよかった

と思いました。次回の選挙では、ニュースや新聞を見て情報を手に入れてから選挙に行こうと思いま

した。 

✍Next writer is… Y.T!   

生まれ変わった図書館ですが、これで”完成”ではありま

せん。 

図書館はみなさんに使われることによって、常に成長し

ていくもの。 

ぜひみなさんの手で育てていってください。 

 

今回の配置換えで、図書館の奥（廊下側）のスペースが

空きました。近々ここを魅力的なスペースに作り変えよ

うと思いますので、楽しみにしていてくださいね！ 
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図 書 委 員 がつなぐ！リ レ ー コ ラ ム

司書出張のため 

そして今回、もうひとつリニューアル 

した点が…。 

それはスチール書架どうしを連結 

していたこの金属バー。  ➡ 

これまでは背の高い人が歩くと 

ぶつかるのでは!?という位置に 

設置されていたバーを、10ｃｍ 

高い位置に変えていただきました。これで安心して館内散策できますね！ 

今回寄贈していただいた書架と 

もともとあった大型書架、新書棚を一列に並べ、 

机を縦二列にまとめました。 

本を探しやすく、授業で使いやすい空間になった

のではないでしょうか。 



┥ 進路・受験に関する本  
376『総合型選抜〈AO 入試〉・学校推

薦型選抜は研究力が 9 割』 

牛山恭範/著 エール出版社 

376『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 

376『何を準備すればいいかわからな

い人のための総合型選抜・学校推薦型

選抜のオキテ 55』 

鈴木鋭智/著 KADOKAWA  

816『読むだけ小論文 法・政治・経

済・人文・情報系編 パワーアップ版』 

樋口裕一/著 学研プラス 

816『大学受験小論文・面接の時事ネ

タ本 教育・教員養成系編 3 訂版』 

渡辺研/著 学研プラス 

 

┥ 心理学  

141『手術をする外科医はなぜ白衣を

着ないのか?』入倉隆/著 日経 BP 

★色のフシギを科学的な根拠に基づき

解説。そういえばこのタイトルに対する

答え、昔『名探偵コナン』で読んだな。 

 

┥ 生き方・考え方  
159『生きのびるための「失敗」入門』 

雨宮処凛/著 河出書房新社 

★作家、元ひきこもり、ロボット研究者、

探検家、臨床心理士、オタク女子、元野

宿のおじさんたちなどに聞いた、「失敗」

や「弱さ」と生きていくためのヒント。 

159『私の中のこの邪悪な感情をどう

しよう?』石井裕之/ほか著 祥伝社 

★怒り・憎しみ・悔しさ・不安・恐れ…。

ネガティブな感情で自分を壊してしま

わないためのヒント。 

 

┥ 歴 史  
204『歴史思考』 

深井龍之介/著 ダイヤモンド社 

★「歴史思考」とは、歴史を通して、自

分を取り巻く状況を客観的に見ること。

偉人たちのエピソードから、自分を苦し

めている「当たり前」が当たり前ではな

いことを知る。 

 

┥ 日本史  
210.2『土偶を読む図鑑』 

竹倉史人/著 小学館 

★土偶のデザインを「解読」する。 

┥ 世界史  

262『一冊でわかるブラジル史』 

関眞興/著 河出書房新社 

★ブラジルの歴史を端的に知りたい人

にオススメ。 

 

┥ ヨーロッパの地理  
293『国境で読み解くヨーロッパ』 

加賀美雅弘/著 朝倉書店 

★旧東西ドイツ、鉄のカーテン、バルカ

ン半島…。ヨーロッパの国境から見えて

くる、歴史、民族問題、多様性…etc。 

 

┥ 法 律  
326『ぼくらの時代の罪と罰 増補新

版』森達也/著 ミツイパブリッシング 

★究極の選択「死刑制度」をイチから考

える。 

 

┥ 投 資  
388『先生、お金持ちになるにはどう

したらいいですか?』 

奥野一成/著 ダイヤモンド社 

★お金の仕組み＆投資の方法を解説。 

 

┥ 消費者問題  
365『18 歳成人になる前に学ぶ契約

とお金の基本ルール』 

消費者教育支援センター/監修 旬報社 

★格安エステ、マルチ商法、フリマアプ

リ…。それ、本当に大丈夫?  

 

┥ 性  
367『カミングアウト・レターズ 子

どもと親、生徒と教師の往復書簡』Ryoji、

砂川秀樹/編 太郎次郎社エディタス 

★同性愛の子どもから親へ、生徒から教

師へ、カミングアウトの手紙と返信集。 

 

┥ 児童福祉  
369『児童養護施設という私のおうち』 

田中れいか/著 旬報社 

★児童養護施設出身のモデルが、自身の

生い立ちを通し、児童養護施設にいる子

どもたちと社会的養護を紹介。 

369『どうして?  あたらしいおうちに

いくまでのおはなし』 

ひぐちあずさ/作 遠見書房 

★ママが突然いなくなったこころちゃ

んは施設で生活をすることに。一方、両

親が里親をやってみたいと言い出して、

さとりちゃんの悩みが始まり…。 

 

 

┥ 防 災  
ﾘｸ 369『SDGs と防災教育』 

藤岡達也/著 大修館書店 

★自然災害と防災・減災について SDGs

をふまえながら考える。 

 
┥ 教 育  
375『高校生の勉強ノートの作り方 

かわいいノートでがんばる作戦』 

なかむらゆう/著 学研プラス 

★やる気の出るノートづくりで、目指せ

成績 UP！ 

 

┥ 医 療  
493.7『ルポ・収容所列島 ニッポン

の精神医療を問う』 

風間直樹/ほか著 東洋経済新報社 

★長期強制入院、身体拘束、薬漬け…。

日本の精神医療は今、どうなっている? 
 
┥ 水問題  
ﾘｸ 517『もし、水がなくなるとどうな

るの?』クリスティーナ・シュタインラ

イン/文 西村書店東京出版編集部 

★水の性質や循環のしくみ、暮らしや産

業との関係、気候変動の問題などを解説。 

 
┥ ペット  
645『ビジュアル犬種百科図鑑』 

645『ビジュアル猫種百科図鑑』 

緑書房 
 
┥ コミック  
ﾘｸ 726『ほむら先生はたぶんモテな

い 全 5 巻』 

せかねこ/著 KADOKAWA 

★ダサいけどかわいい生物教師・ほむら

先生と、彼に恋する女子高生・蓮見さん

の恋の行方は?  

ﾘｸ 726『ドリフターズ 1～6 巻』 

平野耕太/著 少年画報社 

★先月号の「図書館だより」のリレーコ

ラムで紹介されたもの。気になっている

人は迷わず読んでみよう。 

 

┥ スポーツ  
783.4『サッカー守備解剖図鑑』 

岩政大樹/著 エクスナレッジ 

★守備の大原則「止まる」「寄せる」を

はじめ、相手からボールと自由を奪うた

めに必要な技術を解説。 

789『ワールド柔道』 

竹内徹/著 ベールボール・マガジン社 

★柔道の中・上級者向け解説書。 

 

┥ 日本語文法  
815『清少納言と学ぶ古典文法』 

長尾誠夫/著 彩図社 

★目覚めると、そこは平安時代。古文の

偏差値 30 の僕は、清少納言に古典文法

の基礎を教わることになって…。ラノベ

を読む感覚で古典文法が身につく本。 

 

┥ 短 歌  
911.1『シンジケート』 

穂村弘/著 講談社 

★「風の夜初めて火をみる猫の目の君が

かぶりを振る十二月」 水滴が雪になる

ようにことばが結晶化して歌になる。そ

んなピカピカの恋を詠んだ、現代短歌を

代表する穂村弘のデビュー歌集。 

 

┥ 日本の詩集  
911.5『長田弘詩集』 

長田弘/著 角川春樹事務所 

911.5『谷川俊太郎詩集』 

谷川俊太郎/著 角川春樹事務所 

★日本を代表する詩人の作品を厳選し

た詩集。 

911.5『さっきまでは薔薇だったぼく』 

最果タヒ/著 小学館 

★私はきみが好きではない、とあなたが

言った、傷ついているのに、その傷口か

ら芽が出て花が咲くとおもい、ぼくはじ

っとしていた。(「冬の薔薇」より) 

 
┥ 日本の小説  
913『青い雪』麻加朋/著 光文社 

★夏の数日をともに過ごす 3組の家族。

最年少の 5 歳の少女が失踪し、穏やか

な避暑地での日々は永遠に失われた。 

913『心(シンシン) 東京の星、上海の

月』石田衣良/著 KADOKAWA 

★専門学校の声優科に入学した陽児は、

上海から来たアニメ好きの少女・心心と

出会う。ある日、帰宅する心心のあとを

つけると…。 

913『くるまの娘』 

宇佐見りん/著 河出書房新社 

★車で祖母の葬儀に向かう、17 歳のか

んこと家族。思い出の景色や車中泊の空

気が、家族のままならなさの根源にある

ものを引きずりだしていく。 

913『ひまわりは恋の形』 

宇山佳佑/著 小学館 

★「桜の花びらを集める」というバイト

の依頼主・雫に恋をした日向。あるとき、

雫が 1 年でたった 1 週間しか起きてい

られないという体質だと知り…。 

913『夏鳥たちのとまり木』 

奥田亜希子/著 双葉社 

★母親から構われずに育った中学教師

の葉奈子は、中 2 の夏、ネットで知り合

った男のもとに身を寄せた。その時の記

憶と、担任する女子生徒の抱える秘密が

重なり…。 

913『呪いと殺しは飯のタネ』 

烏丸尚奇/著 宝島社文庫 

★オリジナル小説の執筆を諦め伝記作

家になった烏丸尚奇。依頼人の家の秘密

を知った烏丸は、彼らを小説にして小説

家としての再起を図ろうとする。 

913『ルームメイトと謎解きを』 

楠谷佑/著 ポプラ社 

★男子校の生徒会長が何者かに殺害さ

れた。現場の状況から犯行が可能なのは、

寮の住人だけで…。 

913『沈みかけの船より、愛をこめて』

乙一、中田永一、山白朝子、安達寛高/

著 朝日新聞出版 

★破綻しかけた家庭の中で親を選択さ

せられる子どもたちの物語や、時間軸移

動をくり返す男の話など全 11 編。 

913『謀聖尼子経久伝 1・2』 

武内涼/著 講談社文庫 

★徒手空拳の身から山陰山陽11カ国の

太守となった尼子経久は、いかにして

「謀聖」となったのか。 

913『両手にトカレフ』 

ブレイディみかこ/著 ポプラ社 

★ミアは学校では自分のことを誰にも

話せなかった。けれど、ウィルにラップ

のリリックを書いてほしいと頼まれた

ことで、世界が少しずつ変わり始める。 

913『世界が私を消していく』 

丸井とまと/著 スターツ出版 

★紗弥が「学校の人たちが、私のことな

んて忘れちゃえばいいのに」と願うと、

世界から取り残され、誰の心にも残らな

くなってしまった。 

913『宙ごはん』町田そのこ/著 小学館 

★育ての母と産みの母。ふたりの母親に

育てられた宙は、産みの母親と暮らすこ

とになるが…。 

 

 

🐠 シリーズ続編入りました 🐠 

 

┥ コミック  
726『宇宙兄弟 41』 

小山宙哉/著 講談社 

726『キングダム 65』 

原泰久/著 集英社 

726『薬屋のひとりごと 10』日

向夏/原作 スクウェア・エニックス 

726『リエゾン 8』 

ヨンチャン/原作・漫画 講談社 

ﾘｸ…リクエストされた本

葉数は増えたけど 

背が伸びない… 

日照不足かな? 


