
 

   

図書館ニュースでは毎回、図書館のことや、おすすめの本について紹介します。 

図書館には学校生活に役立つさまざまな図書があります。スポーツ、料理、芸術、小説などから、 

授業にも役立つ歴史、語学、自然科学、政治・経済、進路を考える本まで幅広い本があります。 

昼休み時間や 10分間休憩・放課後に図書館にぜひ寄ってみてください。 

 

 展示 1 図書委員がブックハンティングで選んだ本 

 2018年 7月 27日に図書委員と希

望者、17名がブックハンティングに行

きました。購入した本は図書館に入っ

ています。ぜひ読んでください。また、

今年度はブックハンティングの後、今

井書店の職員の方に、紙の歴史・印刷

技術の進歩・出版について教えていた

だきました。 
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展示 2 追悼「さくらももこさん」 

      

 

～読みたい人は図書館まで～ 

 

95 歳を迎えた作家・寂聴さ

んの姿を 66 歳年下の秘書の

瀬尾まなほさんがあたたかく

瑞々しく書いています。まな

ほさん自身が中高生の時に悩

んだ体験もあり、高校生の皆

さんにおすすめです。 

（光文社） 

 

「ちびまる子ちゃん」の作者で、乳がんの

ため 53歳で死去した“さくらももこさん”

の本を展示しています。乳がんについて

の資料も合わせて展示しています。 

 

 

 

 

 

 

奥谷先生のオススメ本② 

『さよなら、田中さん』   

鈴木るりか/著 

中 2 の小説家が書いた話で

す。気持ちの描写がとても

共感できます。（小学館） 

図書館開館時間 

OPEN 8：25 から 

CLOSE 16：45 まで 

★返却期限までに読めない本は延長ができます 、図書館まで来て く だ さい  

 

図書委員が夏休みに図書館に置く本を買いに行きました 

 

展示 3 YOKAI♡妖怪・バケモノ特集 

      

 

今年の夏は特別暑く、残暑も厳しいです

ね。妖怪やバケモノ・怖い本をたくさん集

めました。ブックハンティングでも怖い本

が人気でした。怖い本を読んで涼しい気

分を味わいましょう。 

 

 

 

ブックリストは

裏面に 

あります 

奥谷先生のオススメ本① 

『おちゃめに 100 歳！寂聴さん』 

瀬尾まなほ /著 

 

 



書　　名 ・ 巻　　次 著    者 選んだ理由

Ｙｏｕｒ　ｓｔｏｒｙ　ｗｉｔｈ　あなたとクルマの物語 秋田禎信∥著 CMを思い出して、みんなに読んでもらえるといいなと思った

ハコオンナ　小説版 ＥＪＩＮ研究所∥原作　 すごく怖そうで、怖い本が好きな人にはおススメだから

末ながく、お幸せに あさのあつこ∥著 娘の結婚式の様子を書いていて、母の思いなどが感動的で面白そう

マインクラフトはじまりの島 マックス・ブルックス∥作 大人もはまる人気ゲームの公式ノベライズだから

悪いものが、来ませんように 芦沢央∥著 最後まで読めない人でも読めそうな本だから

劇場版コード・ブルー　ドクターヘリ緊急救命 安達奈緒子∥脚本 映画が話題になっているし、医療系の進路に役立つから

さむけ 井上雅彦　∥著 怖そうだったし、後味の悪さがすごいというのに興味を惹かれた

レーシングデイズ 郁子匠∥著 レーシングバイクを題材としているのが珍しいと思った

放課後、君は優しい嘘をつく。 雨野マサキ∥著 感動する本だから

きみと泳ぐ、夏色の明日 永良サチ∥著 感動する本だから

ノーゲーム・ノーライフ　プラクティカルウォーゲーム 榎宮祐∥著 最新刊が図書館にまだ入っていなかったから

チュベローズで待ってる　ＡＧＥ２２/ＡＧＥ３２ 加藤シゲアキ∥著 内容に引き込まれるから

Ｂｕｒｎ． 加藤シゲアキ∥著 面白そうだから、　この作家の他の作品が図書館にあったから

吾輩は作家の猫である 高橋克彦∥写真・文 私は猫が好きで、猫好きの人に読んでもらいたい

政略結婚 高殿円∥著 今の時代に政略結婚はなかなかないから気になった

シャーリー・ホームズと緋色の憂鬱 高殿円∥著 女版シャーロックホームズという題名に惹かれたから

卑弥呼の葬祭　天照暗殺 高田崇史∥著 卑弥呼は謎に包まれていて気になった。歴史が好きな人は読み立と思う

化けて出る　千葉千波の怪奇日記 高田崇史∥著 学生を主人公とした作品なので感情移入しやすい作品

幽霊人命救助隊 高野和明∥著 あらすじを読んだら面白そうだった

君の思い出が消えたとしても 才羽楽∥著 あらすじを読んだら面白そうだった

凶宅 三津田信三∥著 絵に惹かれたから

魔術士オーフェンはぐれ旅　 秋田禎信∥著 ラノベの中でも初期の作品で価値があると判断したから

あの日、陽だまりの縁側で、母は笑ってさよならと言った 水瀬さら∥著 あらすじを読んだら面白そうだった

未成年だけどコドモじゃない 水波風南∥原作　 映画がすごく面白かったから、原作を読んでほしい

Ｆａｔｅ／ｓｔｒａｎｇｅ　Ｆａｋｅ　１ 成田良悟∥著 デュラララ！！作者が書く原作越えの1品

ＳＩＣＫ’Ｓ　恕乃抄 西荻弓絵∥原案　 SPECの続編だから

緑衣の美少年 西尾維新∥著 作者が好きだから

羽根のない天使、こぼれ落ちた宝石 滝沢美空∥著 あらすじを読んだら面白そうだった

黒猫の小夜曲 知念実希人∥著 作者の知念実希人が好きだから

世にも奇妙な君物語 朝井リョウ∥著 世にも奇妙な物語はみんなが好きだから

さくら、うるわし 長野まゆみ∥著 表紙が幻想的できれいだから

ラメルノエリキサ 渡辺優∥著 あらすじが面白そうだったから

少女を殺す１００の方法 白井智之∥著 題名に惹かれたから

この闇と光 服部まゆみ∥著 紹介文がとても面白そうだったから

最悪探偵 望公太∥著 本の内容が気になったから

さよなら、田中さん 鈴木るりか∥著 奥谷先生のおすすめの本

100回目の空の下、君とあの海で 櫻井千姫∥著 夏といえば海だから

ぼぎわんが、来る 澤村伊智∥著 日本ホラー大賞受賞作です。夏はホラーが読みたくなる季節だから

小説ちはやふる　結び 末次由紀∥原作　 映画がすごく面白かったから、原作を読んでほしい

なめてんの？ しぶぴか。∥著 ケータイ小説、おもしろそうだなと直感で思ったから

明日も前へ　何があってもクヨクヨしない生き方 吉沢久子∥著 100歳のおばあちゃんからの生き方は、今の私たちにとって必要なこともあ
ると思って選んだ

目標は小さければ小さいほどいい 児玉光雄∥著 自分のためになる本だから、将来についても考えられる本

前向きに生きるなんてばかばかしい 黒川伊保子∥著 自分のためになる本だから、将来についても考えられる本

がんばり屋さんのための、心の整理術 井上裕之∥著 自分のためになる本だから、将来についても考えられる本

夢をかなえる人の考え方 ジム・ドノヴァン∥著　 自分のためになる本だから、将来についても考えられる本

時間を忘れるほど面白い人間心理のふしぎがわかる本 清田予紀∥著 人間の心理を知りたかったから

恐い間取り　事故物件怪談 松原タニシ∥著 実際にある事故物件について本にしているのが面白そうだと思った

絶対、世界が日本化する１５の理由 日下公人∥著 自分の国の良さを自覚してほしいから

ポケモンＧＯからの問い　 神田孝治∥編　 ポケモンGOを題材にした本は珍しいから

殺人犯はそこにいる　 清水潔∥著 本の内容が気になったから

すべての教育は「洗脳」である　 堀江貴文∥著 小論文を書くときに役に立つ本

政策至上主義 石破茂∥著 これから総裁選があるから

Ｆ－３５はどれほど強いのか　航空自衛隊が導入した最新
鋭戦闘機の実力

青木謙知∥著 ミリタリーが好きだけど、図書館にはあまり入っていないから

ググってはいけない禁断の言葉 鉄人社編集部∥編 タイトルに惹かれた、怖い本は人気だから

どんな不幸が訪れるのか？恐怖の心霊実験 「裏モノＪＡＰＡＮ」∥編 絵が面白そうだった、怖い本は人気だから

死ぬほど怖い噂１００の真相 鉄人社編集部∥編 好奇心が湧く本で、怖い本は人気だから

医療 医療探偵「総合診療医」　原因不明の症状を読み解く 山中克郎∥著 小論文を書くときに役に立つ本

変わろう。　壁を乗り越えるためのメッセージ 井口資仁∥著 壁を乗り越えるためのメッセージが書いてあるから

公式ストレッチポール＆ひめトレＢＯＯＫ　 ＪＣＣＡ∥監修 体のゆがみを解決できて体幹もつく本だから

ザ・ベストストレッチ　 中野ジェームズ修一∥著 中野ジェームズの本だし、自分に合ったストレッチができるから

１日１０分走る青トレ　 原晋∥著 青学のランニングメソッドを学びたいから

ランニングの成功法則　 木村誠∥著 痛みと悩みを最速解決できそう

“痛みなく”“疲れなく”気持ちよく完走できる アシックスラ ンニングクラ ブ∥監修 “痛みなく”“疲れなく”走れるらしいから

やる気にさせる高校野球監督の名言ベスト６６ 田尻賢誉∥著 「言葉の力」のすごさが分かる本だから

証言大谷翔平　 野村克也∥ほか著 今活躍している人物だから

甲子園の魔物　 楊順行∥著 甲子園がどれだけすごいところなのかわかるから

甲子園運命の一球 森岡浩∥著 題名に惹かれたから

高校野球で本当にあった心温まる物語 寺下友徳∥編 甲子園を目指す球児にはひとりひとり物語があるから

ジョジョ論 杉田俊介∥著 黄金の精神を身に付けよう

鏡花人形　文豪泉鏡花＋球体関節人形 吉田良∥編著 人形でリアルに物語が再現されたのに惹かれたから

シャーロック　（ＢＢＣドラマ）・ケースブック ガイ・アダムス∥著　 大好きなドラマの本だったからみんなに読んでほしい

１時間でハングルが読めるようになる本 チョ・ヒチョル∥作　 韓国語を勉強している生徒がいるから

ハングル超入門ＢＯＯＫ 鄭惠賢∥著 韓国語を勉強している生徒がいるから

小論文書き方と考え方 大堀精一∥著 国語・小原先生のおすすめの本
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★ ブ ッ ク ハ ン テ ィ ン グ で 図 書 委 員 が 選 ん だ 本 ★ 

 


