
 

つか読んだ文章や聴いた歌詞などが、ふとした瞬間に頭をよぎることってありますよね。私は今朝からなぜか、

「だ だ だ だ だっと 堕落だな」というフレーズが頭から離れません。これは何だっけ…と気になり調べてみた

ところ、茨木のり子さんの詩「一人は賑(にぎ)やか」の一節でした。改めて全文を読み返してみると「一人でいるとき淋し

いやつが 二人寄ったらなお淋しい」「一人でいるとき 一番賑やかなヤツであってくれ」という、何とも茨木さんらしい、心

に染み入る詩でした。茨木さんの詩と言えば、現国の教科書に載っている「わたしが一番きれいだったとき」が皆さんに

はなじみ深いと思いますが、他にも高校生のうちに出会ってほしい、そして大人になったとき、ふとした瞬間に思い出して

ほしい詩がたくさんあるのです。例えば「行方不明の時間」は大人になってこそ沁みてくる詩ですが、出会いは高校生の

ときであってほしい。きっと皆さんの心の糧になると思います。 

 

 

 

📖鈴懸祭、無事終了！ 

鈴懸祭 2日目の 8月 30日、図書委員会企画として校内ビブリオバトル大会と、ゲーム「探す目、並べる力」を催し

ました。 

 

校内ビブリオバトル大会には 3名がバトラーとして参加し、それぞれお気に入りの 1冊を紹介しました。 

バトラー 紹介した本 

1-2   森脇 仁美さん 『残像に口紅を』  筒井康隆/著 中公文庫 

1-3   野津 咲月さん 『ゴーストハント』  小野不由美/著 KADOKAWA 

2-2   田中 悠真さん 『同士少女よ、敵を撃て』  逢坂冬馬/著 早川書房 

参加者全員による投票の結果、1年2組の森脇仁美さんが紹介した『残像に口紅を』がチャンプ本に選ばれました。 

どの発表も興味深く、全部の本を読んでみたい！という気持ちが湧き上がってくるような大会になりました。 

 

「探す目、並べる力」は複数人でチームを組んでゲームに挑んだ人が多かったですね。チームプレイで正解を勝ち取

った皆さん、次の機会には一人で挑戦してみませんか⁉ たくさんのご来場ありがとうございました!! 

 

 

 

 

 

 

 

日本文学全集   ２年２組 二宮涼寧 

近頃テレビを見ていると、歴史系の番組で平安時代～鎌倉時代周辺のことを取り扱っているものを

よく見かけます。 

 大河ドラマや能、建築物など内容は多岐に渡りますが、中心は源平の争乱にまつわるものが多い 

イメージです。 

 先日、淡いパステルカラーの分厚い書籍が沢山新たに図書 

館に入っており、中にはその時代のものが沢山含まれていま 

した。 

 有名な古典作品がとても読みやすく口語訳されており、 

是非全巻手に取り読んでみたいです。 

※『日本文学全集』（池澤夏樹/個人編集 河出書房新社）9 月に図書館に仲間入りしたラインナップ 

『02 口語万葉集/百人一首/新々百人一首』 

『03 竹取物語/伊勢物語/堤中納言物語/土佐日記/更級日記』 

『04 源氏物語 上』『05 源氏物語 中』『06 源氏物語 下』 

『07 枕草子/方丈記/徒然草』 

『08 日本霊異記/今昔物語/宇治拾遺物語/発心集』 

『10 能・狂言/説経節/曾根崎心中/女殺油地獄/仮名手本忠臣蔵/菅原伝授手習鑑/義経千本桜』 

『11 好色一代男/雨月物語/通言総籬/春色梅児誉美』 

『12 おくのほそ道/与謝蕪村/小林一茶/とくとく歌仙』 

✍Next writer is… K.S!    

実が成って早 1か月半、先月号でお伝えした状態からほぼ変化なし。 

今年は夏に高温少雨の気候が続いた影響で、早めに実がはじける傾向に

あると、先日の新聞に書かれていたのですが…。 

 

もうダメなのか？いやいや、まだ諦めないぞ！頑張れ綿!!!! 

来月号では 5 つの実が無事にはじけ、フワフワのコットンボールが現れた

様子をお伝えできますように…。 
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┥ 進路・受験に関する本  
140『ようこそ、心理学部へ』同志社

大学心理学部/編 ちくまプリマ―新書 

376『人間科学部』 

大岳美帆/著 ぺりかん社 

430『化学技術者・研究者になるには』 

堀川晃菜/著 ぺりかん社 

611『農業者になるには』 

大浦佳代/著 ぺりかん社 

 

┥ 宗 教  
162『地図で見る世界の宗教』 

ティム・ダウリー/著 柊風舎 

★古代世界の宗教からヒンドゥー教、仏

教、ユダヤ教、キリスト教、イスラーム、

そして現代の新宗教運動まで、その起源

や聖地、歴史的な展開、現在の分布を地

図化。 

165『地図でスッと頭に入る世界の三

大宗教』保坂俊司/監修 昭文社 

★宗教を知れば、揺れる国際情勢の流れ

がおもしろいほど理解できる! 人類を

突き動かしてきた三大宗教、仏教・キリ

スト教・イスラム教の成り立ちと変遷を、

地図や写真、イラストとともに解説。 

 

┥ 日本史  
210.4『一冊でわかる室町時代』 

大石学/監修 河出書房新社 

★室町時代とはいったいどんな時代だ

ったのか? 戦乱続く南北朝時代を経て、

「室町殿」の治世、そして怒濤の戦国時

代へ。室町時代の歩みを同時代の世界情

勢も含め、図表やイラストを交えてわか

りやすく解説。 

 

┥ 世界史  
222『ビジュアル大図鑑中国の歴史』 

DK社/編 東京書籍 

★中国とはいったい何なのか? 5000

年前の伝説上の帝王から清朝最後の皇

帝溥儀に至るまで、中国の壮大な歴史を

美麗な図版でたどり、その文化と社会を

独自の視点で解説。 

 

┥ 国境なき医師団  
329『紛争地のポートレート』 

白川優子/著 集英社クリエイティブ 

★「国境なき医師団」看護師が、人道援

助の現場でめぐり会った人々や紛争地

医療のリアルを描く。 

┥ 性  
367『セイシル 知ろう、話そう、性の

モヤモヤ』 

セイシル製作チーム/著 KADOKAWA 

★10 代が抱える性のモヤモヤに、総勢

50 名の各分野の専門家が、対話形式や

Q&A 方式で真剣にわかりやすく答える。 

 

┥ 犯 罪  
368『もしキミが、人を傷つけたなら、

傷つけられたなら』犯罪学教室のかな

え先生/著 フォレスト出版 

★10 代の子とその保護者にとって、犯

罪の被害者にも加害者にもならないた

めのリアルな情報を、元「少年院の先生」

が伝える。いじめ問題の具体的な解決策、

SNS のつきあい方、少年犯罪の現状な

どを犯罪学の知識を基に解説。 

 
┥ 習 俗  
382『日本の絶滅危惧知識』 

吉川さやか/文 ベストセラーズ 

★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。 

 

┥ 軍 事  
392『現代ロシアの戦争と戦略がまる

ごとわかる本』晋遊舎 

★現代ロシア軍が装備する各種の兵器

とともに、チェチェン紛争からウクライ

ナ戦争に至る一連の「プーチンの戦争」

を概観。ウクライナ戦争でロシア軍が見

せた「強さと弱さ」を考える。 

 

┥ 物理学  
420『一度読んだら絶対に忘れない物

理の教科書』 

池末翔太/著 SB クリエイティブ 

★物理に登場する「公式」の裏には、自

然界の理を究めるべく、試行錯誤してき

た名だたる天才たちの壮大な「人間ドラ

マ」が隠されている。高校の物理が一つ

のストーリーでつながる入門書。 

 

┥ 昆 虫  

486『ダマして生きのびる虫の擬態』 

海野和男/写真と文 草思社 

★葉っぱや枝のふりをするコノハムシ、

背景に溶け込むベニシタバ、メダマ模様

で驚かせて逃げるクスサン…。擬態する

虫を豊富なカラー写真とともに紹介。 

 

 
┥ 自動車  
537『ざんねんなクルマ図鑑』 

昭和自動車研究会/著 KADOKAWA 

★スポーツカーのエンジンをのせた軽

トラ、見るからにぶっ飛んだ宇宙船的デ

ザイン…。時代を先取りしすぎたり、た

またま人びとのニーズに合わず大ヒッ

ト作とならなかった、愛すべき「残念な

クルマ」を紹介。 

 

┥ 兵 器  
559『世界の珍兵器大全』ストロー=

クーゲルスタイン/著 KADOKAWA  

★珍兵器。それは、ミリタリー好きを魅

了してやまない兵器たち! 哀しい失敗

珍兵器、見た目重視のインパクト珍兵器、

まさかの成功珍兵器など、58 のトンデ

モ兵器を紹介。 

 

┥ 料 理  

596『至福のチーズレシピ』 

若山曜子/著 家の光協会 

★焼きいもとゴルゴンゾーラのサモサ

風、鶏肉のチーズシチュー、チェダーア

ップルパイなど、前菜からデザートまで、

贅沢な味を作ってくれるチーズレシピ

を紹介。 

 

┥ 産 業  
601『地域おこし協力隊の強化書』 

畠田千鶴/監修 ビジネス社 

★地域活性化に資する活動を目的とし

た国の制度「地域おこし協力隊」の隊員

12 人の物語を紹介。 
 

┥ 絵 画  

723『平成しんちう屋』 

深堀隆介/著 求龍堂 

★ゆらゆらと漂う音、ぬらぬらと煌めく

光、ひらひらと揺れる振動。アクリル絵

の具で描かれた、幻想的な金魚の絵画集。 

 

 
┥ 絵 本  

726『えんどうまめばあさんとそらま

めじいさんのいそがしい毎日』松岡享

子/原案・文 降矢なな/絵 福音館書店 

★働き者のえんどうまめばあさんとそ

らまめじいさんには、何かをしていても、

他にやりたいことが見つかると、すぐに

始めないと気がすまなくて…。 

726『ぼくはちいさくてしろい』 

和田裕美/作 ミウラナオコ/絵  

クラーケン 

★ちいさくて、しろいペンギンは言いま

した。「おかあさん、どういてぼくはほ

かの子よりも走るのが遅いの?」「それ

はね…」。 

 

┥ 音 楽  
762『名曲誕生の裏事情』 

山根悟郎/著 学研プラス 

★大作曲家たちが残した名曲の誕生に

あたってパトロンがどのような役割を

果たしたのか、どれだけのお金が、どの

ように動いたのか。現代の日本円に換算

しながら解説する。 

 

┥ スポーツ  
780『子どもを壊す部活トレ』中野ジ

ェームズ修一/著 中公新書ラクレ 

★強いカラダづくりは若い時のケアで

決まる。世界のアスリートたちをサポー

トしてきたトレーナーが、本当に効果的

なトレーニングやケアの仕方を紹介。 

783.7『甲子園に行くのが夢だった』 

松坂大輔/監修 飛鳥新社 

★強豪校に所属している球児の気持ち、

選手から転向しチームを支える学生コ

ーチ、強豪チームで奮闘する息子を支え

る母…。日本全国で本当にあった 16 の

高校野球ストーリーを収録。 

 

783.7『野球勝つための最強の準備』 

本西厚博/監修 ナツメ社 

★ボールを握る前に心がけることから

練習でのスキルアップ、対戦相手への対

策、試合の前日・当日にやるべきこと、

試合中の行動まで、野球で結果を出すた

めの準備を紹介。 

 

┥ 日本の小説  

913『ラブカは静かに弓を持つ』 

安壇美緒/著 集英社 

★少年時代のある事件から心を閉ざし

てきた橘は、音楽教室への潜入調査を命

じられる。目的は著作権法の演奏権を侵

害している証拠を摑むこと。 

913『天秤の護り人』 

安澄加奈/著 ポプラ文庫 

★総合病院で薬剤師として勤務する善

は、これから起こる事件や事故の様子が

見えてしまう不可解な能力に悩まされ

ていた。ある日、善の視界に老人が苦し

み倒れる状況が見えてしまい…。 

913『あたしたち、海へ』 

井上荒野/著 新潮文庫 

★楽しいことはいつでも、三人一緒のは

ずだった。クラスでいじめが始まるまで

は…。 

913『夢伝い』 

宇佐美まこと/著 集英社 

★自らの胎内で卵を孵すセグロウミヘ

ビを手に入れてから、海洋生物マニアの

男の生活は一変し…。 

913『ホームドアから離れてください』 

北川樹/著 幻冬舎文庫 

★親友のコウキがマンションのベラン

ダから飛び降りた。そして、僕は学校に

行くのをやめた。そんなとき、手紙では

なく写真を運ぶ「空色ポスト」の存在を

知る。 

913『文豪たちが書いた笑う名作短編

集』彩図社 

★昔話を皮肉たっぷりに描いた芥川龍

之介の『桃太郎』、都会の恐ろしさをユ

ーモラスに綴った夢野久作の『恐ろしい

東京』…。文豪たちによる「笑える話」。 

913『腹を割ったら血が出るだけさ』 

住野よる/著 双葉社 

★本心を閉じ込めながら毎日を過ごす

茜寧の前に現れたのは、小説に登場する

<あい>にそっくりな人物だった。 

913『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…。 

913『図書室のはこぶね』 

名取佐和子/著 実業之日本社 

★10 年前に貸し出されたままだったケ

ストナーの『飛ぶ教室』が、野亜高図書

室に戻ってきた。体育祭を控え校内が沸

き立つなか、1 冊の本に秘められたドラ

マが動き出す。 

913『モノクロの夏に帰る』 

額賀澪/著 中央公論新社 

★1 枚の写真が世界を変えた…。セクシ

ャルマイノリティの書店員、保健室登校

の女子中学生、家族にコンプレックスを

持つテレビマン。古い写真に秘められた

記憶が解凍される時、若い彼らの心も動

き始める。 

ﾘｸ 913『平家物語犬王の巻』 

古川日出男/著 河出書房新社 

★時は室町。天衣無縫の少年能楽師・犬

王と、盲目の琵琶法師・友魚が育む友情

は、かつて誰も見たことがない歌曲を鳴

り響かせる。ふたりが奏でる最強のエン

タメの行く末は…。 

ﾘｸ 913『金の角持つ子どもたち』 

藤岡陽子/著 集英社文庫 

★突然、日本最難関と言われる中学を受

験したいと両親に打ち明けた俊介。家計

も厳しい中、息子の夢を応援することを

両親は決意。俊介の塾通いが始まる。だ

が、彼には誰にも言えない“秘密”があ

って…。 

 

＊シリーズ続編入りました＊ 

┥ 日本の小説  

913『駆ける 少年騎馬遊撃隊 2』 

稲田幸久/著 角川春樹事務所 

 

┥ 外国の小説  

933『ロボット・イン・ザ・ファミ

リー』『ロボット・イン・ザ・ホス

ピタル』デボラ・インストール/著  

小学館文庫 

★映画「TANG タング」(二宮和也さ

ん主演)の原作本。 
 

（主に８月に入った本） 

ﾘｸ…リクエストされた本 


