
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書名：都会のトムソーヤ①～ 

著者：はやみね かおる 

はやみねかおる先生の世界に引

き込まれます。普通の中学生ナイ

トと天才の中学生ソーヤがくり

出す冒険の数々はすごくワクワ 

クでドキドキの連続です。私ははやみねかおる

先生のひらめきのあるトリックが大好きで、本

当にお勧めです。堀越美晴に報われない内人に

も注目です。これからはじまるシリーズに期待

がもてます。 １０巻まであります。 

書名：ディズニー～そうじの 

 神様が教えてくれたこと 

著者：鎌田 洋【著】 

 この本は私が前々から読み

たいなと思っていた本で、実

際に読んでみると、「夢の国」 

創設のための過程やディズニーの創始者ウ

ォルト氏が絶対の信頼をおいていた「そう

じの王様 チャック・ボヤ―ジン」さんの

名言等が所々でていて、キャストの方の感

動する話もあり、遊園地という場所の素晴

らしさ、わくわくが増しました。 

 こういうテーマパークのキャストになっ

て本書にあるような夢の国の住人、魔法使い

になってみたいなと感じさせられました。 

 

 

 

書名：君の友達 

著者：重松 清 

君は友だち。「友だち」とはな

んだろう。一度知っただけ 

で「友だち」となるのだろうか？上辺だけ

の絆になっていないだろうか。自分の思っ

てもいないことを口にしてしまうこともあ

る。でもそれを受け止めることができるの

が、「友だち」なのではないですか？ 

心の中からふんわりと温まるような作品で

す。読んでみて自分を改めて見ることができ

るかもしれません。「友だち」って実はこう

いうものなんだろうなぁー、と思いました。

自分より自分の事を分ってくれる。そんな

「友だち」が確かにあなたにはいます。私に

もいる。そう言えるなんて幸せです。 

書名：ブレイブ ストーリー 

著書：宮部 みゆき 

読むにはとにかく長いです。

しかし、その分話はとても壮

大で、主人公のワタルの心理 

描写も細かく描かれています。世界観もよ

く描かれていて、特に幻界(ヴィジョン)の

世界がとても魅力的です。ファンタジーが

読みたいという人には絶対お勧めです。 

実は、初めてこの本を読んだのは映画を見

た時で、当時は小学生だったので、あまり

話が分からず途中でやめてしまいました。

しかし、もう一度、リベンジして読むと、

昔より成長したからか、読んだときは達成

感と感動でいっぱいでした。 

書名：やさしすぎる君へ 

著者：てんつく 

大変なことがたくさん続いて、

「もう嫌だ!!」と全てを投げ出し

たくなるような時に、読んでほ 

しい一冊です。心の中で絡まっている糸をひ

とつずつほどいて、整理して、自分自身をぎ

ゅっと抱きしめてくれているかのようなあた

たかさがあると思いました。また、読む量と

して、全てを読むのではなく、詩になってい

るので、少し読むだけでも、心がすっと軽く

なる感覚を味わうことができます。 

 

 

書名：僕が守る 

著者：銀色 夏生 

銀色夏生さんが、「この

詩はぜひ女子高校生の

皆さんに読んでほし

い！」、そう思って選ん 

だ詩集だから、高校生の私たちにぴった

りだと思います。実際、読んでみて、今

の私の心の中でまた言葉になりきれて

いない気持ちたちを、とても丁寧に、時

に冷静に言葉に置き換えてくれている

気分になりました。心の中のわだかまり

が、ひとつずつ解消されていくようで、

すがすがしい気持ちになりました。 

この本は、「生きるヒント」や「人生を

楽しく生きるコツ」を教えてくれている

ように思いました。だから、今の悩みや

考え方を少し、視点を少し変えるだけ

で、とても良いもののように見えてくる

ということを知りました。 

書名：獣の奏者 外伝 

著者：土橋 菜穂子 

エリンたちの強さがとても苦し

く、でもかっこよかったです。

エリンとイアルは、互いに互い 

のことが大切で、生まれてくる子どものこと

も大切で。だからこそ悩んで迷って。それで

も、最後には、それでも強く生きていくと覚

悟をするところがよかったです。エサルの「秘

め事」でも、人の強さを感じられてよかった

です。（外伝の前に本編の上下巻もお勧め） 

書名：魔女の宅急便 

著者：角野 栄子 

魔女である少女のキキが知

らない地で、たくさんの人

に出会ったり、仕事をした 

り、うまくいかないことがあって悩んだり

しながらも一生懸命頑張る姿にとても元

気づけられます。登場人物にも人間味のあ

るところがとても良いなと思いました。 

（アニメ映画になったキキの物語には続

きがあり、図書館に全６巻揃っています） 

書名：ある日自分へ 

著者：相田 みつを 

作品（詩）の英訳がついている

のがおもしろいところです。「こ

の詩を英語に訳すと、こんな言

い回しになるんだ！」という 

発見が多くありました。また、よく見かけるや

さしい詩とは少し違い、少し自分自身に問いか

ける形の詩が多いという感じがしました。少し

ドキッとするような、心の核心をつかれる言葉

があり、自分には厳しくあること、人には優し

くあることが大切だと改めて感じました。 

「ある日のつぶやき」という詩があります。「や

れなかったのではないんだな やらなかった

んだな」という内容です。自分を甘やかしすぎ

だったと、自分では忘れたはずの後悔を思い出

しました。 

 

 

図書委員のお勧め本、第2弾。図書委員が読書記録ノート活動を通じて、「この本は

こんなところがおもしろい」、「こんなところに共感した」など、具体的にお勧めポ

イントを紹介します。みなさんと同世代の人が関心を持った本です。 

一度読んでみてください。 
書名：禅、「前向きな心」を 

つくる生活の基本 

著者：枡野 俊明 

この本は現職の住職さんが書い

た本で、禅、仏の世界からヒント 

を得て、日々の生活を明るく前向きなものに

しようとする本です。仏ときくとなにやら難

しそうですが、本書に書かれていることはと

ても簡単で、「毎日決まった時間に起きる」と

か、誰にでもし易いものばかりで、その理由

も解説が載っているので読みやすいです！ 

書名：上昇思考 

著者：長友 佑都 

感謝の気持ちがあるから

人は成長できるという題

があったりするように、

普段当たり前のように感 

じていることを気づかせてくれるとこ

ろが、とても良いと思います。これを読

んで、私も小さな事でも人に感謝の気持

ちを伝えようと思いました。 

高校時代、毎日サッカーの練習に励んで

いるのに、母親が毎日必死に働いて授業

料を払ってくれているからと、授業は眠

ったりせず、しっかり受けたそうです。

自分と同い年くらいの時にこんな考え

方をするなんで、とてもしっかりしてい

ると感じました。 

  

 １年 ２年 ３年 

１組 ７１ ２２５ ６９ 

２組 １１１ １７４ １１４ 

３組 １４１ １６４ ２６２ 

４組 １２２ １４６ １８８ 

５組 ２９４ １９３ １３６ 

６組 １６９ １６４ １８１ 

合計 ９０８ １０６６ ９５０ 

最近、図書館がけっこう寂しくて、

不安に思いながら貸出集計を出して

みると、年間３千冊を超えない可能性

が…。もしこのまま３千冊を超えない

とすると、それは７年ぶりのことで、

０２年以降２回目になります。そうな

らなければいいのですが…。 

I hope it will not happen. 

          （図書部 沖） 

 

 

みなさんは本をどこで手に入れます

か。読む本が決まっている場合は、本屋

さんへ行ったらいいですが、「読みたい・

読まなければならない」けど、どの本に

するか決まってないときは、本屋ではな

く、図書館に行きましょう。もちろん、

学校の図書館でも市立の図書館でもOK

です。 

そこで、面白そうな本を数冊借りまし

ょう。少し読んでみて面白くなさそうな

本は、そこでやめて次の本に取りかかっ

てください。世の中には面白くない本も

あるし、しっくりこない本もあります。

数冊試してみれば、きっと面白い本や、

心にピタッとくる本がみつかります。 

図書館は、こんなふうに使いましょう。 



ことり 小川 洋子[著] 

12年ぶり、待望の書き下ろし長編小説。 

親や他人とは会話ができないけれど、小鳥の 

さえずりはよく理解する兄、そして彼の言葉をただ

一人世の中でわかるのは弟だけだ。やがて両親は死

に、兄は幼稚園の鳥小屋を見学しながら、そのさえ

ずりを聴く。弟は働きながら、夜はラジオに耳を傾

ける。静かで、温かな二人の生活が続いた。世の片

隅で、小鳥たちの声だけに耳を澄ます兄弟のつつし

み深い一生が、やさしくせつない会心作。 

 

 

 

ギリギリまで動けない君の背中を押す言葉 

千田 拓哉【著】 

スポーツでのフライングスタートは失格だが、人

生での「フライング」は違反どころか、すべての

成功者が使う“常套手段”だ。 

人生のあらゆる場面でフライング

を切るための言葉を君に贈る。 

２０代のうちに“一生モノ”の行

動力を磨く１０１のヒント。 

 

 

 

 

発達障害―うちの子、将来どーなるのっ！？ 

かなしろ にゃんこ。【著】 

発達障害の子を持つママが現場を歩いて徹底取材！ 高

校・大学ではどんな支援があるのか？ うまく就職する

ためのコツは？ 「特例子会社」ってどんなところ？ 

 「発達障害の当事者会」って何？ そ

して発達障害がある人の気持ちは…。

発達障害のある人やその親、そして支

援に携わる人々が抱きがちなそんな疑

問への答えが漫画でわかります。人生

設計の具体的な方法から、コミュニケ

ーションの技術まで。実用情報も満載

のノンフィクション・コミック。 

 

夢を売る男   百田 尚樹【著】 

敏腕編集者・牛河原勘治の働く

丸栄社には、本の出版を夢見る

人間が集まってくる。 

自らの輝かしい人生の記録を

残したい団塊世代の男、スティ

ーブ・ジョブズのような大物に

なりたいフリーター、ベストセ

ラー作家になってママ友たち 

を見返してやりたい主婦…。牛河原が彼らに持ち

かけるジョイント・プレス方式とは―。 

現代人のふくれあがった自意識といびつな欲望

を鋭く切り取った問題作 

ふくわらい    西 加奈子[著］ 

マルキ・ド・サドをもじって名づけられた、書籍編集

者の鳴木戸定。２５歳。ブサイクで身なりに無関心、 

人付き合いも機械的にこなす。ふくわらい

が唯一の趣味である彼女は、猪木になりき

れなかったロートルプロレスラーのエッセ

イを担当することになってから、人との距 

離を少しずつ縮めていく。 

 

陽だまりの彼女 

越谷 オサム[著] 

幼馴染みと十年ぶりに再会した俺。 

かつて「学年有数のバカ」と呼ばれ冴えない

イジメられっ子だった彼女は、モテ系の出来 

る女へと驚異の大変身を遂げていた。誰かを好きになる素敵

な瞬間と、同じくらいの切なさもすべてつまった完全無欠の

恋愛小説。 

まもなく電車が出現します 

似鳥 鶏[著] 

芸術棟が封鎖され、困ったクラブや同好会が

新たな棲処を探し始めた。美術部の領地と思

しき「開かずの間」を巡る鉄研と映研の争い 

いの最中、その部屋に突如として異様な鉄道模型が出現!?表

題作を含む５編収録のコミカルな学園ミステリ短編集。 

 

歌え！多摩川高校合唱部 

本田 有明［著］ 

混声合唱なのに男子が４人しか残らなか 

った合唱部。“元気だけが取り柄”の新入

部員が押し寄せて、「自分たちの先輩が作 

詞した課題曲を思い切り歌いたい」。Ｎコン第７０回大

会に向けて奮闘した高校合唱部の感動物語 

 
      

君よ 我妻よ―父 石田光治少尉の手紙 

石原 典子[著] 

サラリーマンの石田光治（３２歳）は昭和十二年

八月、日中戦争に召集された、身重の妻（２７歳）

と長男（２歳）を残して。娘の誕生は戦地で知っ

た。いち早い帰国を夢見ていたが、一年後、激戦

の中で戦死。娘を抱くことはかなわなかった。 

戦地から送られた手紙は妻によって封

印されトランクに七十年間眠ってい

た。―戦地でたおれるまで書き送った

七十五通の手紙。 

 

ａｂさんご 

黒田 夏子[著] 

史上最高齢・75歳で

芥川賞を受賞した「新

人女性作家」のデビュ

ー作。蓮實重彦・東大

元総長の絶賛を浴び、 

「早稲田文学新人賞」を受賞した表題

作「abさんご」。全文横書き、かつ固

有名詞を一切使わないという日本語

の限界に挑んだ超実験小説ながら、そ

の文章には、「昭和」の知的な家庭に

生まれたひとりの幼な子が成長し、両

親を見送るまでの美しくしなやかな

物語が隠されています。 

怪物はささやく パトリック・ネオ［著］ 

ある夜、怪物が少年とその母親の住む家に現われ

た―それはイチイの木の姿をしていた。「わたしが

三つの物語を語り終えたら、今度はおまえが四つ

めの物語をわたしに話すのだ。おまえはかならず

話す…そのためにこのわたしを呼んだのだから」

嘘と真実を同時に信じた少年は、なぜ怪物に物語 

を話さなければならなかったのか…。 

アニメ！リアルvs.ドリーム 

岡田浩行、武井風太【著】 

夢と技術が注ぎこまれたジャパン・

アニメは，現実に翻弄される私たち

を魅惑し，世界の若者も惹きつけて

います．そんな業界の内部に迫ると，

どんな現実が見えてくるでしょう

か．制作会社の二人が，質問者・回 

答者の立場を入れかえながら，アニメの

現実を掘り下げていきます．くりひろげ

られるバトルとともに楽しんでください 

 

人を見捨てない国、スウェーデン 

三瓶 恵子[著] 

社会を支える基盤は人であると考え，ひ 

ひとりひとりを大事にする国スウェーデ

ン．その社会の実態や手厚い福祉制度を，

若者たちの日々の生活から浮き彫りにす

る．自立心や民主主義を支える力を知識 

や技能とともに学ぶ学校，多様な家族のあり方を支える制

度や施設等．そこには，日本の目指すべき未来をさぐるヒ

ントが提示されている． 

 

悲しみを生きる力に－被害者遺族からあなたへ 

入江 杏【著】 

2000年12月、一家4人が殺害された「世田谷事件」。 

突然、妹一家を失った著者は、絶望のどん底に突き落と

される。周囲の偏見、心ない報道、愛する家族を助けら

れなかった自責の思い……。深い悲しみに向き合うなか

で、どのように生きる意味をつかんだのか。つらく、悲

しい思いを抱えるあなたへ送る希望のメッセージ。 

 

         中沢啓治平和マンガ作品集 

  昨年の１２月１９日、自らの被爆体験をもとに描か

れた、「はだしのゲン」で知られている中沢敬治氏が亡く

なられました。図書館では、「はだしのゲン」第１巻～第

１０巻をそろえていますが、このたび、「中沢敬治平和マ

ンガ作品集」をそろえました。ご一読下さい。 

作品名は、 

◎ユーカリの木の下で ◎いつか見た青い空 

◎黒い雨にうたれて  ◎ゲキの河 

 ◎チンチン電車の詩  ◎あの街この街 

 ◎オキナワ    

◎平和の鐘シリーズ 

 


