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 通常登校になり、油断はできないものの、少しずつ日常を取り戻しつつあるでしょうか。 

 図書館もようやく来館者が増えています。その中で、毎日昼休みや放課後に自習に来る人、本を借

りに来る人がいます。毎日数分でも何かを続けるというのは、案外難しいこと。静かに取り組む姿

は、とても瑞々しく羨ましくもあります。 

 図書館と東側階段掃除担当の１年生が、とても熱心に清掃に取り組みます。身の回りの環境を清

潔に保つ、整頓を心がける姿勢は、学業にも部活動にも、今後の社会生活においても必ず活きます。 

「断捨離」考案者のやましたひでこ氏は、著書の中で次のように述べています。 

 部屋を整えていくことは、自分を調えていくこと。ココロが行動を変えるのではなく、行動がココロに変化をもた

らす。行動すればココロがついてくる。                （『新・片づけ術 断捨離』マガジンハウス） 

 きちんと整頓され、ホコリのない清い空間にいると、気持ちよく読書や学業に集中できます。 

 暑い季節、ちょっと涼みに。喧騒を離れて、静かな時間を過ごしに。来館を待っています。 

 図書館利用の際は、マスク着用、ソーシャルディスタンス確保、手指の消毒を引き続きよろしく

お願いします。 

 

第６６回青少年読書感想文全国コンクール課題図書 

☆『廉太郎ノオト』谷津矢車著／中央公論新社 

ライバル、友人、恩師に導かれ、瀧廉太郎は日本に西洋音楽を響かせることを夢みる―明治時代

を駆け抜けた天才音楽家の甘く苦い青春小説。見どころ（の一つ）はなんと言っても、天才ヴァイオリ

ン少女との鬼気迫る合奏シーン！ 音楽家を志しながらどこか控えめだった廉太郎が、目を覚ます様は

必見です。 

 

☆『フラミンゴボーイ』マイケル・モーパーゴ著／杉田七重 訳／小学館 

一枚のゴッホの絵をきっかけに訪れた南仏で青年が遭遇した不思議な体験。それは、

ナチスが猛威をふるう第２次世界大戦の末期、フラミンゴと話ができる力を持つ少年と

ロマの少女の魂をふるわせる感動物語だった。 

☺おしらせ☺        ～赤本の貸出返却について～ 

 進路係の先生に赤本の入れ替え、配架をしていただきました。赤本も他の図書と同じよ

うに誰でも借りられます。（貸出期間も２週間） 

貸出返却は、個人情報保護のため、図書館担当の教員を通して行ってください。貸出簿

は教員で記入します。教員が不在の時は、残念ながら貸出返却はできません。 

新着図書紹介 



☆『キャパとゲルダ』 

マーク・アロンソン著／マリナ・ブドーズ 著／原田勝 訳／あすなろ書房 

写真…それは、生き延びるための切符だった。激動の 1930 年代、スペイン内戦を世界に伝えた二人

のカメラマン、キャパとゲルダ。夢と理想を支えに、革命の前線に身を投じた若き二人の青春ドキュメンタ

リー。 

 

《特集Ⅰ》源氏物語 

☆『日本文学全集 源氏物語上・中・下』角田光代訳／河出書房新社 

 「愛と恋、生と死、嫉妬と権力。日本文学最大の傑作をもっとも明瞭な完全新訳で」 

☆『謹訳 源氏物語一～十』林望著／祥伝社 （二巻は欠品中、重版未定） 

 「第６７回毎日出版文化賞特別賞受賞 各界絶賛！」 

☆『あさきゆめみし 完全版 １～１０』大和和紀著／講談社 

 あらすじや概要を知るなら、漫画がオススメ 

 

 

《特集Ⅱ》ＳＤＧｓ 

今知っておくべきトレンドワード「エスディジーズ」

（持続可能な開発目標）。私たちが今のままのライフスタ

イルを続けると世界は続かない。 

２０３０年までに達成すべき１７の目標。 

 

☆『「再エネ大国日本」への挑戦~再生可能エネルギー＋循環型社会が人口減少と温暖化の危機を救う！』

山口豊他著／山と渓谷社 

 「日本が化石燃料の購入のために支払った１９兆円（2018 年度）。このお金の流

れを変えれば、日本は再生する」 

☆『未来を変える目標~SDGs アイデアブック』ThinktheEarth 著／紀伊国屋書店 

 「子どもから大人までＳＤＧｓについてわかりやすく、楽しく学べる本です！」 

☆『プラスチックの現実と未来へのアイデア』高田秀重著／東京書籍 

 「未来のために、今から出来るアイデアの数々」 

☆『2030 年の世界地図帳~あたらしい経済と SDGs、未来への展望』落合陽一著／SB クリエイティブ 

 「世界はすでに“新しいルール”で動きはじめた」 

☆『いちばんやさしい SDGs 入門』三瓶裕喜他著／宝島社 

 「企業の実例から投資先選びまで新しい価値基準が１時間でパッとわかる！」 

☆『プラスチックのうみ』ミシェル・ロード著／小学館 

 活字がどうしても無理な人は、この絵本を。 

小学５年生の男の子が翻訳しました！ 

やっぱり入試に 

よく出る！ 



《その他の新着図書》          入試に役立つ本から絵本、マンガまでたくさん入っています！ 

書名 著者・編集者名 出版社

生き方~人間として一番大切なこと 稲盛和夫 サンマーク出版

１４歳からの哲学入門 飲茶 二見書房

誰にも相談できません　みんなのなやみ　ぼくのこたえ 高橋源一郎 毎日新聞出版

１０代から考える生き方選び 竹信三恵子 岩波ジュニア新書

父が子に語る日本史 小島毅 ちくま文庫

読むだけですっきりわかる日本史 後藤武士 宝島社

東大教授がおしえるやばい日本史 本郷和人 ダイヤモンド社

明智光秀と斎藤利三 桐野作人 宝島社

岩崎小彌太~三菱のDNAを創り上げた四代目 武田晴人 ＰＨＰ研究所

誤解だらけの明智光秀 本郷和人 マガジンハウス

ＦＡＣＴＦＵＬＮＥＳＳ　１０の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣 ハンス・ロスリング 日経ＢＰ社・日経ＢＰマ－ケティン

議会制民主主義の活かし方~未来を選ぶために 糖塚康江 岩波ジュニア新書

エッセンシャル思考~最小の時間で成果を最大にする グレッグ・マキューン かんき出版

伝え方が９割 佐々木圭一 ダイヤモンド社

４３回の殺意~川崎中１男子生徒殺害事件の深層 石井光太 双葉社

非進学校出身東大生が高校時代にしてたこと 太田あや 小学館

絵で楽しむ日本人として知っておきたい二十四節気と七十二候 水野久美 KADOKAWA

数学する身体 森田真生 新潮社

令和元年版　看護白書 公益社団法人日本看護協会 日本看護協会出版会

繊細すぎてしんどいあなたへ~ＨＳＰ相談室 串崎真志 岩波ジュニア新書

アフターコロナ　見えてきた7つのメガトレンド（日経BPムック） 日経クロステック 日経BP社

新型コロナウイルスとの戦い方はサッカーが教えてくれる 岩田健太郎 エクスナレッジ

日本の建築家解剖図解　名建築に込められた建築家たちの意図を読み解く 二村悟 エクスナレッジ

ドラえもんを本気でつくる（PHP新書） 大澤正彦 PHP研究所

コンビニおいしい進化史~売れるトレンドのつくり方 吉岡秀子 平凡社

銭湯図解 塩谷歩波 中央公論新社

観光白書　令和元年版 国土交通省観光庁 昭和情報プロセス

MINIATURE TRIP IN JAPAN 田中達也 小学館

春はあけぼの　月もなう　空もなお サメマチオ 宙出版

ドラえもん論　ラジカルな「弱さ」の思想 杉田俊介 Pヴァイン

マンガでわかる落語~古典落語のあらすじ、寄席の楽しみ方が一目瞭然！ 春風亭昇吉 誠文堂新光社

６類　産業（商業）

７類　芸術（諸芸・マンガ）

１類　哲学

２類　歴史

３類　社会科学（政治・法律・経済・社会・教育）

４類　自然科学（数学・医学）

５類　技術（工学）

 



通訳というおしごと 関根マイク アルク

現代文　講義の実況中継①～③ 出口汪 語学春秋社

現代文と格闘する 竹国友康他 河合出版

日本人の９割が知らずに使っている日本語 岩田亮子 青春出版社

Ａではない君と 薬丸岳 講談社文庫

図書室のキリギリス 竹内真 双葉文庫

クライマーズハイ 横山秀夫 文藝春秋

神様のカルテ 夏川草介 小学館

MISSING~失われているもの 村上龍 新潮社

朝が来る 辻村深月 文藝春秋

発注いただきました！ 朝井リョウ 集英社

ドンナビアンカ 誉田哲也 新潮文庫

きみの存在を意識する 梨屋アリエ ポプラ社

すきまのおともだちたち 江國香織 集英社文庫

しろいろの街の、その骨の体温の 村田沙耶香 朝日新聞出版

檸檬のころ 豊島ミホ  幻冬舎

ノーサイド・ゲーム 池井戸潤 ダイヤモンド社

カブキブ！　全７巻 榎田ユウリ KADOKAWA

あと少し、もう少し 瀬尾まいこ 新潮文庫

最後の医者は桜を見上げて君を想う 二宮敦人 TO文庫

沢木耕太郎セッションズ〈訊いて、聴く〉Ⅰ達人、かく語りき 沢木耕太郎 岩波書店

沢木耕太郎セッションズ〈訊いて、聴く〉Ⅱ青春の言葉たち 沢木耕太郎 岩波書店

沢木耕太郎セッションズ〈訊いて、聴く〉Ⅲ陶酔と覚醒 沢木耕太郎 岩波書店

沢木耕太郎セッションズ〈訊いて、聴く〉Ⅳ星をつなぐために 沢木耕太郎 岩波書店

思わず考えちゃう ヨシタケシンスケ 新潮社

コーヒーはぼくの杖~発達障害の少年が家族と見つけた大切なもの 岩野響他 三才ブックス

新釈漢文大系詩人編　杜牧 斎藤茂 明治書院

彼女のためにぼくができること クリス・クラッチャー  あかね書房

変わり者でいこう~あるアスペルガー者の冒険 ジョン・エルダー・ロビソン 東京書籍

ポプラ世界名作童話　飛ぶ教室 Ｅ・ケストナー ポプラ社

ペスト カミュ 新潮文庫

字のないはがき 向田邦子 小学館

りんごかもしれない ヨシタケシンスケ ブロンズ新社

ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケシンスケ ブロンズ新社

たくさんのドア アリスン・マギー 主婦の友社

絵本

８類　言語

９類　文学

 

 先生方にたくさん魅力的な本を紹介していただきました。 まだまだリクエスト募集中！ 


