
 

月に入り、急に春めいてきましたね。この「春めく」という言葉が大好きです。他の季節では使わない「○○めく」

というこの表現、どことなく情緒が感じられると思いませんか。今年の冬は大雪の影響で臨時休校になるなど、

大変なこともありましたが、「冬らしい冬」だった分、春を迎える喜びをより強く感じられる気がします。今年度も残りわず

か。春めく季節にはつい気持ちも浮ついてしまいますが、最後まで気を抜かずに頑張りましょう!! 

 

 

 

1年間図書委員のコラムをご愛読いただき、ありがとうございました！ 
新年度も引き続きお楽しみください。 

 

 

┥ 進路に関する本  
366『外国語をつかって働きたい!』 

小島さなえ/著 左右社 

★語学力（※英語だけじゃない!）を

生かせる仕事を紹介。 

538『航空宇宙エンジニアになるに

は』小熊みどり/著 ぺりかん社 

683『港で働く』 

鑓田浩章/著 ぺりかん社 

813『朝日キーワード 2024』 

朝日新聞出版 

 

 

┥ 知識・教養  
002『ファスト教養 10 分で答えが欲

しい人たち』レジー/著 集英社新書 

★「深い知識はいらない、手っ取り早

く答えがほしい」と考える人が増えた

結果、日本に起こる変化とは? 

 

 

 

┥ 読 書  

 

 

┥ 生き方・考え方  

159『自分サイズでいこう』 

hara/著 KADOKAWA 

★著者が無茶なダイエットをした 10

代の頃から、“ボディポジティブ”とい

う考え方に出会って自分の体型を肯定

できるようになるまでのお話。 

159『中高生の悩みが軽くなるヒン

ト集めました。』 

葉一/著 河出書房新社 

★勉強法、コミュ障の克服法、夢を馬

鹿にされたときの対応法…などなど。 

 

┥ 宗 教  
160『宗教を「信じる」とはどういう

ことか』 

石川明人/著 ちくまプリマー新書 

★科学が飛躍的に進歩した現代に「神」

を信じるということとは? 

 

 

164『全部わかる世界の神々と神話』 

神話雑学研究会/編著 成美堂出版 

193『ならば、マンガで説明しよ

う!聖書』柴田のぞみ/漫画 Gakken 

★教養として知っておきたい「聖書

(旧約・新約)」の基本。 

 

┥ 世界史  
209『新世界海賊の作法』 

山田吉彦/監修 G.B. 

★悪者であり、英雄でもある不思

議な魅力を持つ海賊の“作法”。 

238『ロシア史 地政学×歴史で理由がわ

かる』祝田秀全/監修 朝日新聞出版 

★世界を揺るがす大国の歴史と現状。 

 

┥ 家 系  
288『日本の家紋とデザイン』濱田信

義/編著 パイインターナショナル 

★伝統的かつカッコいい家紋集。 

 

┥ 政 治  
312『13 歳からの地政学』 

田中孝幸/著 東洋経済新報社 
★高校生と中学生の兄妹と「カイゾク」

との会話を通して、国同士のかけひき

を解説。 

316『地図でスッと頭に入る世界の

民族と紛争』祝田秀全/監修 昭文社 
★ウクライナ侵攻、ウイグル弾圧、反

黒人差別運動(BLM)などを地図で知る。 
 
 

 

バケモノはどっち？   ２年３組 山﨑紗奈 

私が紹介する本は住野よるさんの『よるのばけもの』です。これは主人公の中学生が夜になると 

バケモノになってしまう物語です。 

ある日、主人公が忘れ物を取りに夜の学校へ忍び込んだら、教室にはなぜかクラス 

メイトの矢野さつきがいて、主人公がバケモノであることが矢野さつきにばれてしま 

います。このことから二人は毎晩夜の学校で会うことになります。 

矢野さつきはクラス全員からいじめを受けていながらも、いつも笑っている不気味 

な人物だと主人公は思っていたけれど、毎晩会って話をしていくうちに印象が変わっ 

（↑『よるのばけもの』住野よる/著 双葉社）          ていきます。その続きはぜひ読んでみてください。 

✍Next writer is… M.N!    

 

魂が震えた 1冊   １年１組 錦織美桜 

みなさんは何かを発見して魂が震えたことがありますか。私はある一冊の本を読み 

終わった後のことをよく覚えています。その一冊は『medium 霊媒探偵城塚翡翠』と 

いう本です。これはミステリー賞を総ナメにし、ミステリー界から大絶賛された本 

です。登場人物のさまざまな言動が伏線になっていて、最後まで結末を考察すること 

が難しいミステリーです。最後まで読み切らないと続きが気になる本であり、また 

1回だけではなく何回も読むことで、結末を知っているからこそ、それまでの伏線の 

理由も考えながら読むことができます。     （『medium 霊媒探偵城塚翡翠』相沢沙呼/著 講談社↑） 

この本には続編※もあり、この本とはすべてが反転したミステリーです。どちらもひらこう図書館

にあるので、ぜひ手に取ってみてください。   ※続編:『invert 城塚翡翠倒叙集/invert 2 覗き窓の死角』 

376『総合・推薦入試志望理由書

で合格』和田圭史/著 学研プラス 

594『「ハンドメイド」で稼ぎたく

なったら読む本』bon bon cherry

ハイジ/著 フォレスト出版 

816『ゼロから 1 カ月で受かる大

学 入 試 小 論 文 の ル ー ルブ ッ ク 

改訂版』神﨑史彦/著 KADOKAWA 

816『看護医療系小論文頻出テー

マ 15 改訂第 2 版』 

神尾雄一郎/著 KADOKAWA 

002『絵や字が苦手でもかわいく

仕 上 が る 手 帳 ・ ノ ー トレ シ ピ

BOOK』翔泳社 

★文字の見栄えをアップするコツ、

スタンプやシール、マスキングテー

プなどを使った簡単アレンジ、etc。 

019『難しい本を読むためには』 

山口尚/著 ちくまプリマー新書 

★背伸びしてでも文章を読まない

といけない人のための正攻法。 

ひ ら 

こ う 
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新着図書紹介（主に１・２月に入った本） 
ﾘｸ…リクエストされた本   …後援会の寄付金で購入した本 
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📖春休み前の本の貸出＆春休み中の図書館利用について 
 
 

3/13～3/24（終業式）に借りた本の返却日 ➡ 4/10（始業式） 

・春休み中は図書館を閉館します。春休み中に本を返却する人は、図書館前の返却カゴに入れてください。 

・春休み中にどうしても図書館を利用したい！という人は、司書にご相談ください。 

No 

Image 

No 

Image 



┥ 国際法  
329『ぼくたちクルド人 日本で生まれて

も、住み続けられないのはなぜ?』 

野村昌二/著 合同出版 

★国を持たない民族クルド人は、日本に

移住しても難民と認められずに不法滞在

の状況に置かれている。 

 

┥ 経 済  
333『知識ゼロからの SDGs 入門』 

夫馬賢治/監修 幻冬舎 

 

 

┥ 社会保障・消費者  
364『15 歳からの社会保障』 

横山北斗/著 日本評論社 

★病気やケガで働けなくなったり、生活

に困ったりしたらどうする? 

365『13 歳から考える住まいの権

利』葛西リサ/著 かもがわ出版 

★お金がなければ、住まいがなくても仕

方ない? 住宅に困る人がいるのに、ど

うして空き家があるの? 

 

┥ 青少年  
367『ヤングケアラー 考えよう、だれ

も取りのこさない社会』文溪堂 

367『ヤングケアラーわたしの語り』

澁谷智子/編 生活書院 

★家族の介護や弟妹の世話をする子ども

「ヤングケアラー」について知る。 

 
┥ 性  
367『ジェンダーがよくわかる本』 

瀬地山角、中村圭/著 秀和システム 

★ジェンダーってそもそも何なのか、正

しく理解するための一冊。 

367『家族に「イヤなこと」をされて

いるあなたにお願い』 

獅城けい/著 高文研 

★もしもあなたが家族から性被害を受け

ていたら、この本を持って大人に相談し

てほしい。 

 

 

 

┥ 福 祉  
369『指と耳で見る、目と手で聞く』 

金治直美 著 ぺりかん社 

★視覚障害・聴覚障害のある人たちが体

験している世界とは? 

369『ぼくはロヒンギャ難民。』 

小峯茂嗣/著 合同出版 

★ミャンマー軍の迫害から逃れて隣国に

避難したロヒンギャ族の人々の声。 

 

┥ 教 育  

 

371『先生、どうか皆の前でほめない

で下さい いい子症候群の若者たち』 

金間大介/著 東洋経済新報社 

★ほめられたくない、目立ちたくない、

埋もれていたい。若者に起きている重大

異変を分析。 

 

378『みんなにやさしいインクルーシ

ブ保育』酒井幸子/ほか著 ナツメ社 

★その子らしい成長・発達を見守り支え

るには? 

 

┥ ことわざ  
388『おばあちゃんは猫でテーブルを

拭きながら言った』 

金井真紀/著 岩波書店 

★マオリ語、バスク語、ズールー語な

ど、世界 36の言語の「何それ」なこと

わざ集。 

 

┥ 天文学  

 

 

┥ 動 物  
489『パンダが日本にやってきた!』 

日本パンダ保護協会/監修 朝日新聞出版 

★日本にやってきたパンダの歴史を、半

世紀分の報道写真と記事で振り返る。 

 

┥ 医学・医療  
491.3『オンライン脳』 

川島隆太/著 アスコム 

★リモートワークで脳に大ダメージが!? 

498.3『図解でわかる 14 歳からのス

トレスと心のケア』太田出版 

★ストレスに押しつぶされずに、自分の

心のケアができるようになる本。 

 

┥ 建 築  

 

 

┥ 料 理  
596『ヴィーガンフード、はじめの一

歩!』iina/著 グラフィック社 

★肉・魚・卵・乳製品を使わないヴィー

ガンフードの入門書。 

596『毎日おにぎり 365 日』 

ゆこ/著 自由国民社 

★定番から変わり種まで楽しめる 365

日分のおにぎりレシピ。 

 

┥ 住まい  

 

 

┥ コミック  
ﾘｸ 726『天幕のジャードゥーガル 

1』トマトスープ/著 秋田書店 

★広大な版図を拡げつつあるモンゴル帝

国。その天幕の内ですべてを奪われた女

たち…ただひとつ、賢さを除いて。 

 

┥ 写 真  

 

 

┥ 色 彩  

 

 

┥ 音 楽  

 

┥ 言 語  
829『韓国語で推しを語りたい!』 

Joo/著 大和書房 

★韓ドラのセリフや K-POPの歌詞で楽

しく韓国語を学ぼう。 

 

┥ 日本の短歌  

 

 
┥ 日本の小説  
913『月の立つ林で』 

青山美智子/著 ポプラ社 

★つまずいてばかりの日常の中で耳にし

たのは、タケトリ・オキナという男性の

ポッドキャスト「ツキない話」だった。 

913『#塚森裕太がログアウトした

ら』浅原ナオト/著 幻冬舎文庫 

★高 3のバスケ部エース・塚森裕太が

「ゲイ」だと SNSでカミングアウトし

た。その告白は思わぬ波紋を広げる。 

913『アイドル失格』 

安部若菜/著 KADOKAWA 

★大学生のケイタは、アイドルグループ

のセンター・実々花の熱烈なオタク。一

方の実々花は、ケイタの好意を嬉しく思

いながらも将来に不安を抱えていて…。 

ﾘｸ 913『シャイロックの子供たち』 

池井戸潤/著 文春文庫 

★現金紛失事件をきっかけに銀行の支店

内に不穏な空気が立ち込め、一人の男が

失踪した。支店の中に怪物がいる…。 

 

913『青の刀匠』 

天沢夏月/著 ポプラ社 

★傷を負った孤独な少年が出会ったの

は、日本で唯一といえる女性刀鍛冶だっ

た。 

913『光のとこにいてね』 

一穂ミチ/著 文藝春秋 

★古びた団地の片隅で出会った結珠と果

遠。ふたりは何もかもが違った。着るも

のも食べる物も住む世界も…。 

ﾘｸ 913『変な家』『変な絵』 

雨穴/著 飛鳥新社・双葉社 

★不可解な間取りの真相、不穏な絵の

謎。連作ホラー。 

913『サブスクの子と呼ばれて』 

山田悠介/著 河出書房新社 

★「ヒト」のサブスクサービスが普及し

た日本。児童養護施設で暮らす怜と仄花

は、違法な仕事を繰り返しながら、身を

寄せ合って生きていたが…。 

 

┥ 日本のエッセイ  
ﾘｸ 914『今日の人生 1・2』 

益田ミリ/著 ミシマ社 

★コミックエッセイ作家の益田ミリさん

による、人生に降りかかる面倒事を昇華

した作品集。 

 

 

 

333『SDGs の教科書』 

池上彰/ほか執筆 誠文堂新光社 

335『13 歳からの経営の教科書』 

岩尾俊兵/著 KADOKAWA 

★中学校の図書室に忘れ置かれた『み

んなの経営の教科書』と出会い、ヒロ

トは社会の課題に向き合っていく。 

367『からだの性』 

長谷川奉延/ほか監修 国土社 

★第一次・第二次性徴から性の多様

性まで、知っているようで知らない

「からだの性」の話。 

367『10 代の女の子のための性の

お悩み相談室』宮川三代子/著 

ライフサイエンス出版 

★10代の女の子の性に関する悩みや

将来遭遇する可能性のある問題につ

いて、産婦人科医が解説。 

367『トビタテ!  LGBTQ+6 人のハイ

スクール・ストーリー』野原くろ/ほか作  

サウザンブックス社 

★若い LGBTQ+の物語。 

370『学校はなぜ退屈でなぜ大切な

のか』 

広田照幸/著 ちくまプリマー新書 

★学校の役割や教育の目的、AI社会ま

で、学校教育を多角的にとらえ直す。 

376『未来が変わる勉強法』 

安田祐輔/著 KADOKAWA 

★不登校・中退、ひきこもりから、

学び直して大学を目指す方法。 

442『星空写真撮影ハンドブック』 

成澤広幸/著 技術評論社 

★きれいな星空を撮影するコツ! 

443『星空教室 春の星座/夏の星座/秋

の星座/冬の星座』 

藤井旭/著 誠文堂新光社 

★季節ごとに観察できる星座を解説。 

527『可笑しな家』『新可笑しな家』 

黒崎敏/ほか編著 二見書房 

★世界中に実在する、おかしな家の写

真集。こんな家に住んでみ…たい…? 

597『自分らしく暮らす部屋作りの

アイデア帳』 

エムディエヌコーポレーション 

★好きなインテリアで部屋を彩る! 

597『無印良品ラクして片づく収納

術』主婦の友社 

★そしてスッキリ片づける! 

748『世界は光であふれてルンで

す』パイインターナショナル 

★性別も、年齢も、経歴もバラバラな

18人の写真家による「写ルンです」オ

ムニバスアルバム。 

757『COLOR DESIGN』 

ingectar-e/著 KADOKAWA 

★センスのいい配色アイディア集。 

757『新はじめてのパーソナルカラ

ー』トミヤママチコ/著 学研プラス 

★自分に似合う色を見つける術。 

764『楽器から見る吹奏楽の世界』 

764『楽器から見るオーケストラ

の世界』佐伯茂樹/著 河出書房新社 

★楽器から広く深く楽しく知る。 

911.1『玄関の覗き穴から差してく

る光のように生まれたはずだ』 
木下龍也、岡野大嗣/著 ナナロク社 

911.1『きみを嫌いな奴はクズだよ』 

木下龍也/著 書肆侃侃房 

911.1『毎日のように手紙は来るけ

れどあなた以外の人からである』 

枡野浩一/著 左右社 

★きっかけは『何このタイトル、おも

しろそう』でいい。手に取ってみて。 

913『汝、星のごとく』  

凪良ゆう/著 講談社 

★島に育った暁海と、自由奔放な母の

恋愛に振り回されてきた櫂。ともに孤

独と欠落を抱えた二人は惹かれ合い、

すれ違い、そして成長していく。 

┯シリーズ続編入りました┯ 
 

┥ コミック  
726『宇宙兄弟 42』 

小山宙哉/著 講談社 

726『ちはやふる 50』➡完結!! 

末次由紀/著 講談社 

726『二月の勝者 17』 

高瀬志帆/著 小学館 

726『文豪ストレイドッグス 23』 

春河 35/漫画 KADOKAWA 

726『キングダム 67』 

原泰久/著 集英社 

726『リエゾン 11・12』 

ヨンチャン 原作・漫画 講談社 

 

┥ 日本の小説  
913『掟上今日子の忍法帖』 

西尾維新/著 講談社 

913『タスキメシ-五輪-』 

額賀澪/著 小学館 

 

新着図書案内（主に１・２月に入った本） 
ﾘｸ…リクエストされた本   …後援会の寄付金で購入した本 


