
生徒・保護者の皆様へ                        

 

図書館だより  

   令和２年６月 

  

     学校図書館の利用について 

 

【開館】  火曜日から金曜日の昼休み 

【貸出期間】2 週間 

【貸出冊数】３冊 

【貸出】  図書カードと借りる本をカウンターヘ提示。 

     （図書カードを忘れてもクラスと名前を言えば 

      貸出は可能です。） 

【返却】  カウンターに置いてある返却ボックスへ。 

  

※入館する際には必ず手指消毒をしましょう。しばらくは 

貸出と返却のみの利用のため、館内での閲覧はできません。 

図書カードは 3 年間使います。大事にしてくださいね。 

 

 

深野中学校 

読書活動推進委員会 

書名 「空気」を読んでも従わない 請求番号 140 ｻ 

著者名 鴻上 尚史著 

 

どうしてこんなに人の頼みを断るのが苦しいのか。どうしてこん

なに周りの目が気になるのか。どうしてこんなにラインやメール

が気になるのか…。「生き苦しさ」のヒミツと「生きやすく」なる方

法を伝える。 

 

書名 檻の中のライオン 請求番号 323 ﾊ 

著者名 楾 大樹 

 

権力を憲法で縛る立憲主義を「権力」=ライオン、「憲法」=檻の

たとえ話で解説した、いま一番わかりやすい憲法入門書。4 章

では安全保障関連法や緊急事態条項などの時事問題と立憲

主義についても触れる。 

 
書名 友だち幻想 請求番号 361 ｶ 

著者名 菅野 仁 

 

友だちは何よりも大切。でも、なぜこんなに友だちとの関係で傷

つき、悩むのだろう。人と人との距離感覚をみがいて、上手に

「つながり」を築けるようになるための本。人付き合いに悩む人

への処方箋となる一冊。 

 

書名 いろいろな性、いろいろな生き方 全 3巻 請求番号 367 ｲ 

著 者 名 渡辺 大輔監修 

 

性のありかたは人それぞれ。生きかたも人それぞれ。家族との

かかわりかたも人それぞれ。さまざまなセクシュアリティを、イン

タビューを通して紹介します。 

 

書名 『持続可能な地球のために』 

いま世界の子どもたちは 
請求番号 367 ｼﾞ  

著者名 茂木 ちあき監修 

 

国連は地球が抱える問題や将来について 2030 年までに達成

すべき目標を定めました。ＳＤＧｓです。「貧困・飢餓」「教育」「保

険・衛生」「環境」の４つのテーマにそってＳＤＧｓが示した現状と

解決のための取組をグラフやイラストを使ってわかりやすく説

明します。 

 

書名 コロナの時代の僕ら 請求番号 974 ｼﾞ 

著者 パオロ・ジョルダーノ著，飯田 亮介訳 

 

この災いに立ち向かうために、僕らは何をするべきだったの

だろう。何をしてはいけなかったのだろう。そしてこれから、

何をしたらよいのだろう-。コロナの時代を生きる人々に、イ

タリア人作家が贈る痛切で誠実なエッセイ集。 

 

書名 ザリガニの鳴くところ 請求番号 933 ｵ 

著者名 ディーリア・オーエンズ著 

 

2019 年 全米で一番売れた本。家族に見捨てられ、広大な湿地

でたったひとり生きる少女に、ある殺人の容疑がかかる。みずみ

ずしい自然に抱かれて生きる少女の成長と不審死事件が絡み合

い、思いもよらぬ結末へと物語が動き出す。繊細な自然描写と少

女の力強さの対比が美しい作品です。 

 

書名 アウシュビッツの歯科医 請求番号 936ｼﾞ 

著者名 ベンジャミン・ジェイコブス著 

 

1941 年、21 歳のユダヤ人歯科医学生が強制収容所へ送られ

た。母は彼に歯の治療用具箱を持たせた。機転と知恵を働かせ

ながら、信じがたいほどの試練をかいくぐって奇跡的に生き延び

た青年が自ら綴ったノンフィクション。 

 

書名 グレタのねがい 請求番号 519 ｷ 

著者名 ヴァレンティナ・キャメリニ著 

 

スウェーデンに住むグレタ・トゥーンベリは地球温暖化を食い止め

るための行動を大人に迫るため、たった一人で学校ストライキ

「未来のための金曜日」を開始。それは世界中の少年・少女、そ

して大人にまで広がります。勇気ある行動は今でも続いていま

す。児童向け文庫なので読みやすいですよ。 

 

書名 わたしで最後にして 請求番号 498 ﾌ 

著者名 藤井 克徳著 

 

「こんな死に方、わたしで最後にして」ナチスは「Ｔ４」というかたち

で大量の障害者を虐殺しました。その根幹にある優生思想は「理

想の社会は、優秀な人だけが残り、弱い人は消えてもらいましょ

う」という考え方です。史実をたどりながら、人間の価値とはなに

か、多様な人が暮らす社会はどうあるべきかを探っていきます。 

 

書名 気をつけよう！情報モラル 全６巻 請求番号 007 ｷ  

著者名 永坂 武城監修 

 

著作権のしくみや考え方、やってはいけないことなど身近

な例を用いながら自然に著作権の仕組みを解説。インタ

ーネットやスマホ、ＳＮＳなどを例にして、法律用語などの

難しい言葉を避けて説明している。総合学習や調べ学習

にも役に立つ内容。 

 

書名 海は地球のたからもの 全３巻 請求番号 452 ﾎ 

著者名 保坂 直紀著 

 

海の役割や仕組み、汚染問題などを豊富なカラー図版でやさし

く解説。1 巻は、プラスチックごみ問題、温暖化、酸性化。2 巻

は、海と大気の役割。3巻は、海の成り立ち、海から生き物が生

まれたこと、ふしぎなサンゴ礁や深海の生き物たちを取り上げ

る。 

 

書名 アーモンド 請求番号 929 ｿ  

著者名 ソン・ウォンビョン著 

 

偏桃体（アーモンド）が人より小さく怒りや恐怖を感じることができ

ない 16 歳の高校生ユンジェ。そんな彼は 15 歳の誕生日に目の

前で祖母と母が通り魔に襲われた時もただ黙ってその光景を見

ているだけだった。怪物と言われた少年が、もう一人の孤独な少

年ゴニと出会いユンジェの人生を大きく変えていく。 

 

書名 よのなかルールブック 請求番号 159 ﾖ 

著者名 高濱 正伸監修，林 ユミ絵 

 

迷ったときはキツい方を選ぶ。自分の言葉で話せる人に

なる。合わない人がいるのは当たり前。努力が報われる

とは限らないけど努力し続ける。良いことを言うより良い

行動こそ大事。ちょっぴりからい言葉とユーモアあふれる

かわいいイラストの組み合わせが楽しい一冊。 

 

書名 やさしくわかるデジタル時代の著作権全 3巻 請求番号 021 ﾔ 

著者名 山本 光監修・著，松下 孝太郎著 

 

パソコン、スマホ、インターネットが生活の中にあるデジタ

ル時代の著作権について、イラストでわかりやすく解説。 

２巻では多くの著作物を使用する、小学校や中学校の活

動の中で疑問に思うことを取り上げる。 

 

 

 



書名 骨を弔う 請求番号 913 ﾖ 

著者名 宇佐美 まこと著 

 

骨格標本が発掘された、という新聞記事を見つけた豊は、小

学生時代、仲間と山中に骨格標本を埋めたことを思い出す。

ある確かな手触りから「あれは本当に標本だったのか」との

思いを抱き、かつての仲間に会いに行くが…。 

 

書名 木になった亜沙 請求番号 913 ｲ 

著者名 今村 夏子著 

 

夜の商店街で出会った男が連れて行ってくれたのは、お母さ

んの家だった。でもどうやら本当のお母さんではないようで？

奇妙で不穏で純粋な３つの愛の物語。不思議な今村ワールド

全開！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書名 もしものせかい 請求番号 913 ﾖ 

著者名 ヨシタケ シンスケ著 

 

もしものせかいは、きみのこころのなかにある、もうひとつの

せかい。きみにとってとてもだいじなものが、もしものせかい

にいって、もどってこないとき、とてもつらいかもしれにけれ

ど、だいじょうぶ。なぜなら・・ 

 

書名 うちの父が運転をやめません 請求番号 913 ｶ 

著者名 垣谷 美雨著 

 

高齢者ドライバーの事故を伝えるテレビニュースを見た雅志

は、父親も 78歳になることに気づく。不安になって、父親に運

転をやめるよう説得を試みるが受け入れてもらえない。親の

運転をきっかけに家族が新たな一歩を踏み出す心温まる家

族小説。 

 

書名 逆ソクラテス 請求番号 913 ｲ 

著者名 伊坂 幸太郎著 

 

敵は先入観。世界をひっくり返せ！自分は知らないと知って

いるという「無知の知」で有名な哲学者ソクラテスとは反対

に、生徒につい何でも知っているつもりの先生がいる。この本

は小学生がそんな先生の先入観をひっくり返そうと企てる。 

読み終わった後、未来や希望を感じられる物語。 

 

書名 イマジン？ 請求番号 913 ｱ 

著者名 有川 ひろ著 

 

         ３年数学 橋本先生おすすめ本です！  

憧れていた映像制作の現場に飛び込んだ、良井良助。聞きな

れない専門用語が飛び交う現場に戸惑う日々だが、そこは現

実と物語とつなげる魔法の世界だった。やがて良助は仲間たち

が作品に傾ける熱意に焦がれるような思いを募らせていく。 

 

書名 ５２ヘルツのクジラたち 請求番号 913 ﾏ  

著者名 町田 そのこ著 

 

５２ヘルツのクジラとは他のクジラが聞き取れない高い周波数

で鳴く、世界で一頭だけのクジラ。たくさんの仲間がいるはずな

のに何も届けられないため世界で一番孤独だと言われている。

自分の人生を家族に搾取されてきた女性・貴瑚と、母に虐待さ

れ「ムシ」と呼ばれた少年。孤独ゆえ愛を欲し、裏切られてきた

彼らが出会う時、新たな魂の物語が生まれる。感動の一冊です 

 

書名 新釈 走れメロス 請求番号 913 ﾓ 

著者名 森見 登美彦著 

 

芽野史郎は全力で京都を疾走した――無二の親友との約束を

「守らない」ために! 表題作の他、近代文学の傑作「藪の中」

「山月記」など四篇が、全く違う魅力をまとい現代京都で生まれ

変わる！ 滑稽の頂点をきわめた、歴史的短編集。 

 

書名 十字架のカルテ 請求番号 911 ﾀ 

著者名 知念 実希人著 

 

日本有数の精神鑑定医・影山司の助手に志願した新人医師・

弓削凛は、犯罪者の心の闇に対峙していく。究極の頭脳戦の

果てに影山が見据える未来とは。凛が精神鑑定を学ぶ理由と

は？ 

 

書名 騒がしい楽園 請求番号 913 ﾅ 

著者名 中山  七里著 

 

埼玉県の片田舎から都内の幼稚園に赴任してきた幼稚園教

諭・神尾舞子。近隣住民からの苦情、待機児童、ママ友トラブ

ルなど様々な問題を抱える中、飼育動物の惨殺事件が立て

続けに発生。やがて事態は最悪の方向へ進む。 

  

 

書名 スガリさんの感想文はいつだって斜め上１～３巻 請求番号 913 ﾋ 

著者名 平田 駒著 

 

謎多き女子高生スガリさんと、愛知県内初の男性家庭科教諭・

杏介が、読書感想部を立ち上げた。スガリさんは「こころ」や「走

れメロス」など名作文学を斜めからぶった斬り、巻き起こる事件

を解き明かす青春ミステリー。スガリさんのキャラがすてきです 

 

書名 小説の神様 あなたを読む物語 上・下巻 請求番号 913 ｱ 

著者名 相沢 沙呼著 

 

あなたのせいで、もう書けない。親友から小説の価値を否定

されてしまった成瀬。書店を経営する両親や学校の友人とも

衝突を繰り返す彼女は物語が人の心を動かすのは錯覚だと

思い知る。小説は、なんのために紡がれるのだろう。私たち

はなぜ物語を求めるのか。映画公開ももうすぐ。 

 

書名 本好きの下剋上 第 1部・第２部 請求番号 933 ｺ 

著者名 香月 美夜著 

 

本が大好きな女子大生が、幼女マインとして生まれ変わったの

は書物がほとんど存在しない異世界エーレンフェスト。厳格な

身分制度の中、現代日本の知識を持つ少女マインが、本を手

に入れるために出世していく。TVアニメ化されています。 

 

 

おすすめ 

・ソードアートオンライン ２３巻 

・Ｒe：ゼロから始める異世界生活 ２２巻 

・転生したらスライムだった件 １６巻 

・この素晴らしい世界に祝福を！ １７巻 

人気ラノベのつづき 

絵 本 

・ねえ だっこして     ・蜜柑(芥川 龍之介) 

・なんだろう なんだろう  ・夢十夜（夏目 漱石） 

・だいすきな先生へ     ・だいじょうぶ だいじょうぶ 

・ポリぶくろ、１まいすてた ・ひだまり 

・キダマッチ先生 2 巻３巻 ・なまえのないねこ 

書名 SFショートストーリー傑作セレクション 請求番号 913 ｴ 

著者名 日下 三蔵編 

 

         青空 山本先生のリクエストです。 

星新一・筒井康隆・小松左京など現代文学やライトノベルに

深い影響を与え続けている初期 SF 作品からショートショート

や短編集を集めたアンソロジーシリーズ。全４巻セットです。 

 

書名 54字の物語 ZOO 請求番 913 ｺﾞ 

著者名 今泉 忠明監修 

 

1 つの話が 54 字で終わる超短編小説集。動物たちの習性や

特徴をモチーフに、空想を織り交ぜた作品全 90 話を収録。

「太陽が出ている間だけ柵の前にやってくる人間たち。夜の

間はどこかに閉じ込められているのだろうか、かわいそう

に」。物語の解説＆他の物語はぜひ本書で！ 

 


