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   令和２年７月 

 

新着図書＆夏休み特別貸出 

 

7月１４日（火）から２２日（水）まで夏休み用 

の本の貸し出しをします。通常は一人 3冊までの貸 

し出しですが夏休み中は一人６冊まで借りることが 

できます。マンガは３冊までです。夏休みまでの昼 

休みに借りて借りかえをすることも可能です。 

返却は 8 月 25日（火）です。マンガは借りること 

はできますが、朝読中には絶対に読まないでね！ 

 

   寄贈本！ありがとうございます！ 

 保護者の方から、学校図書館に本をたくさんいただきま

した。ブックコートをかけ、図書館のパソコンに蔵書登録

をして貸出ができるようにしました。 

ぜひ借りて読んでみてください。 

 

・『図書館の神様』（瀬尾まいこ著） 

・『お願い！フェアリー ２巻・３巻』（みずの まい著） 

・『ほっぺちゃん ２冊』（名取 なずな著） 

・『見習い⁉神社ガールななみ』（二枚矢 コウ著） 

・『わたしがボディガード!?事件ファイル』（福田 隆浩著） 

・『らくだい魔女の出会いの物語』（成田 サトコ著） 

・『マルガリータとかいぞく船』（工藤 ノリコ著） 

・『社会のふしぎなぜ?どうして? 2年生』（村山 哲哉監修 

・『夏のとびら』（泉 啓子著） 

・『この世界の片隅に ノベライス』（こうの 史代著） 

書名 『平和のバトン』広島の高校生たちが描

いた 8月 6日の記憶 
請求番号 913 ﾕ 

著者名 弓狩 匡純著  

 

被爆体験証言者の記憶を、1年をかけて油絵に

描いて記録する、広島の高校のプロジェクト。今

を生きる高校生たちが、証言者と密に接するこ

とで、戦争や原爆を見つめなおしていくさまを綿

密に取材し、戦争を少し違う視点から考えるノン

フィクション。 

 

書名 天使のにもつ 請求番号913ｲ 

著者名 いとう みく著 

 

仕方なく保育園を職場体験先に選んだ中学 2年

の風汰。「なんだって、こんなとこ選んじゃったん

だろっ」と、保育園の看板に目をやって、ため息

をついたこともあったが…。園長や保育士に見

守られながら成長する風汰の 5日間の物語。 

 

書名 １１番目の取引 請求番号 933 ﾎ 

著 者 名 アリッサ・ホリングスワース作，もりうち  す

みこ訳 

 

アフガニスタン難民のサミと祖父の生きる術で

あり、心の拠り所だった伝統楽器ルバーブが奪

われた。買い戻すには 1か月以内に 700ドルが

必要だ。サミは友だちの助けを借りて物々交換

を始めるが…。希望と友情の物語。 

 

書名 珍奇植物生態入門   請求番号 471 ｷ 

著者名 木谷 美咲著 

 

トゲを持つ、毒を持つ、臭いを放つ、奇行に走る。この世界

には、姿形だけではなく驚くべき生存戦略をとった植物が

多数存在するのです。そんな、人知を超える植物の驚異

の生態をビジュアルメインで紹介。 

 

書名 日本の歴史人物悪人?事典   請求番号 281 ｶ 

著者 河合 敦著 

 

小説やまんが、映画の世界では正義のために戦うヒー

ローがいれば必ず敵対する悪役がいる。歴史上でも世

の中を動かした偉人の裏にはいつも悪人の存在があっ

た。ただ歴史というものは勝った方が都合よく書きか

えることができるもの。だから「悪人」を知れば教科書

には載っていない歴史の秘密がみえてくる？かも。 

 

書名 ぎゃくたいってなあに？ 請求番号 367 ｱ 

著者 青木 智恵子著，溝口 史剛監修 

 

こころとからだは自分のもの。助けてと言っていいん

だよ。安心できるおとながきっといる。安心できる場所

がある。そんなおとなに出会えるまで。さまざまな虐待

の事例を具体的に紹介し、その対処法や助けを求める

方法などを、子どもにわかるようにやさしく解説。 

 

書名 学研まんが日本の古典５冊 請求番号 911 ﾏ 

著者   

 

まんがなら難しく感じられる古典でも楽しみながら話

の流れがつかめます。 

１． 百人一首 

２． 枕草子 

３． 南総里見八犬伝 

４． 四谷怪談・雨月物語 

５． 万葉集・古典和歌集・新古今和歌集     

 

第 6６回青少年読書感想文全国コンクール中学校

の部の課題図書が届きました。「課題図書」とは前年

に出版された本の中で、年齢に応じて感動や知識、楽

しい読書体験を得られる本を様々なジャンルから選

んだものです。今年は以下の 3 冊が選ばれました。

いずれも優れた作品ばかりです。お気に入りの本と

の出会いのきっかけにしてみては？ 

青少年読書感想文 

全国コンクール課題図書 

深野中学校 

読書活動推進委員会 

 

 

 

 

新着図書３４冊が入りました。  



書名 人間 請求番号 913 ﾏ 

著者名 又吉 直樹著  

 

絵や文章での表現を志してきた永山は 38 歳の誕生日、古

い知人からメールを受け取る。若かりし頃、共同住居でとも

に暮らした仲野が、ある騒動の渦中にいるという。漫画家、

イラストレーター、ミュージシャン、作家、芸人。何者かにな

ろうとあがいた季節の果てで、かつての若者達を待ってい

たものとは？ 

 

  

書名 カレンの台所 請求番号 596 ﾀ 

著者名 滝沢 カレン文・料理 

 

「熱湯にザブンと全身浴させます。驚くほど色が変わった泡ぶ

ろに入れます。味噌と楽しそうにブツブツ話していたら、そっと

扉を閉じます。」←鯖の味噌煮の作り方です。鳥の唐揚げや

ロールキャベツなど人気料理の作り方を物語を読むようにカ

レンさんが教えてくれます。分量は載っていません。 

 

書名 脱プラスチックへの挑戦 請求番号 519 ﾀ 

著者名 堅達 京子著 

 

2050 年、海の中のプラスチックごみの量は魚の量を超える！

空気や水、食べ物にもマイクロプラスチックが含まれ、その脅

威は私たちの生活に迫りくる。気候危機の回避に必要なのは

パラダイムシフト。日本企業の動きは？ 

 

書名 「シン・ニホン」AI×データ時代における日本の

再生と人材育成 
請求番号 332 ｱ 

著者名 安宅 和人著 

 

現在の世の中の変化をどう見たらいいのか? 企業はどうした

らいいのか? 国としての AI 戦略、知財戦略はどうあるべき

か? ファクト(事実)に基づき日本の現状を分析し、新たなる時

代を展望する。 

 
書名 老後の資金がありません 請求番号 913 ｶ 

著者名 垣谷 美雨著 

 

娘の派手婚、舅の葬式代と姑の生活費、そして夫婦揃って

の失職…。「老後は安泰」のはずだったのに、1200 万円の

老後資金はみるみる減ってゆく。家族の諸事情に振り回さ

れつつもやりくりする篤子の奮闘は報われるのか?人生は

捨てたもんじゃない！と前向きになれる小説です。 

 

書名 壁の男 請求番号 726 

著者名 貫井 徳郎著 

 

北関東の小さな集落で、家々の壁に描かれた稚拙で奇

妙な絵。決して上手ではないが、鮮やかで力強い絵を描

き続ける寡黙な男に、取材を試みるノンフィクションライタ

ー。次第に絵に隠された真実と男の孤独な半生が明らか

に。読み終わった後、切なさと感動が待ち受けます。 

 

書名 森に眠る魚 請求番号 913 ｶ 

著者名 角田 光代著 

 

文京区幼女殺人事件がモチーフの作品。東京の文教地

区の町で出会った 5 人の母親。育児を通して、しだいに心

を許しあうが、その関係性はどうしようもなく歪んで壊れて

いく。ママ友トラブルをめぐるダークな母子小説。 

 

書名 鬼滅の刃ノベライズ １～２巻 請求番号 913 ﾔ 

著者名 吾峠 呼世晴原著  

コミックではありません。小説版です。 

 

書名 告解 請求番号 913 ﾔ 

著者名 薬丸 岳著 

 

「告解」＝罪のゆるしを得るための告白。飲酒運転中、1 人の

老女の命を奪ってしまった大学生の翔太。懲役 4 年を超える

実刑を下された翔太を、被害者の夫は「ある思い」を胸に待

ち続けていた。読み終わった後、これ以上ぴったりのタイトル

はないわと納得。 

 

書名 スロウハイツの神様 上下巻 請求番号 913 ﾂ 

著者名 辻村 深月著  

 人気作家チヨダ・コーキの小説が原因で人が死んだ。あ

の事件から十年。アパート「スロウハイツ」ではオーナー

である脚本家の赤羽環とコーキ、そして友人たちが共

同生活を送っていた。夢を語り、物語を作る。好きなこと

に没頭し、刺激し合っていた 6 人。空室だった 201 号室

に、新たな住人がやってくるまでは。 
  

 

書名 キネマの神様 請求番号 813 ﾊ 

著者名 原田 マハ著 

 

みなさんが一番好きな映画は、なんでしょうか？これまで

映画をみて泣いたり笑ったりしたことはありますか？この

小説に登場するのは誰よりも映画に笑い、映画に泣いた

人たち。そんな人たちが起こす奇跡の物語です。 

 

 

 

書名 少女たちは夜歩く 請求番号 913 ｳ 

著者名 宇佐美 まこと著 

 

城山のある町で起こった事件の真相は？奇妙な絵の修復

を依頼された女、謎のケモノと出会った少年、死んだ人間

が見える女・・。城山の魔界に絡みとられ、さまよう人たち。

登場人物たちのつながりと張り巡らされた伏線の回収が見

事な作品です。 

 

書名 廃用身  請求番号 913 ｸ 

著者名 久坂部 羊著 

 

「廃用身」とは脳梗塞などの麻痺で動かなくなり、回復の見

込みのない手足のことをいう医学用語。医師・漆原は医学

的な効果を信じて老人患者の廃用身をつぎつぎに切断す

る。悪魔による老人虐待か、それとも奇跡の療法か? 

 

書名 ドラえもんイングリッシュコミックス１０巻 請求番号 726 ﾌ 

著者名 藤子・F・不二雄著 

 

まんが「ドラえもん」の完全英訳版が登場。てんとう虫コミック

ス「ドラえもん」の吹き出しに英文、コマの外に日本語訳が書

いてあります。英語力を高めるワンポイントレッスンも掲載。  

 

書名 ハートのレオナ 請求番号 813 ﾊ 

著者名 MISIA作 大宮 エリー絵  

 

おでこにハートの模様があるライオンの女子レオナがアフ

リカ大陸を旅しながら成長していく冒険ストーリー。レオナ

の目を通してアフリカの貧困や密猟など深刻な問題を訴

えます。本の売り上げの一部はアフリカと日本の子どもた

ちへあてられます。 

 

 

 

書名 君がオーロラを見る夜に 請求番号 913 ｲ 

著者名 いぬじゅん著 

 

市橋悠希は、いつかオーロラをみたいと願うも、その気持

ちは報われず。そんな彼の前に現れた空野碧は、悠希の

手を引っ張り、オーロラを探す旅へ出る。そこに待ってい

たのは、キラキラと輝く奇跡だった。 

 

書名 カケラ 請求番号 913 ﾔ 

著者名 湊 かなえ著 

 

湊かなえさんの最新作。告白形式で物語は進行します。田舎

町に住む女の子が大量のドーナツに囲まれて自殺したらし

い。モデルみたいな美少女だとか。いや、私は学校一のデブ

だったと聞いたけど。「美容整形」をテーマに外見にまつわる

自意識や、人の幸せのありかを見つめる心理ミステリー。 

 

書名 ザ・ロイヤル・ファミリー 請求番号 813 ﾊ 

著者名 早見 和真著  

 

税理士の栗須は、ひょんなことから馬主である山王の秘

書になり今まで全く知らなかった競馬界に足を踏み入れ

る。馬主、生産牧場、調教師、騎手たちがチームとなり一

頭のサラブレッドを創り上げ、また次世代にその血統を受

け継いでいくという壮大な物語。競馬のことを全く知らな

い私でしたが心の底から楽しめましたよ。 

 

 

 


