九里学園高校 図書館
新着図書案内+α 2020.11 発行
本誌は、新着図書案内はもちろん
展示コーナーで紹介している本なども含め
さまざまな本のＰＲを行います。

読 書 の 秋

『ＳＤＧｓと日本』
高須幸雄編著

スポーツの秋、食欲の秋、芸術の秋、そして「読書」の秋！！
今年の読書週間の標語は

「ラストページまで駆け抜けて」です。
面白い本に出合うと、あっという間にページをめくって、読み進めてしまうものです。も
ちろん本によっては、終盤になって、エンジンがかかったように読み進めていく本もあり
まし、ゆっくり読み終える本もあります。大切にしてほしいのは、あなたのペースで本を
読み進めることです。読書の秋に、まずは本を手に取ることからはじめませんか？

展示コーナーＢ

図書委員の
おすすめ本特集
読書の秋にあわせて
「委員のおすすめ本」特集を
前期図書委員を中心に企画し
ました。全４回にわけて、毎
週１０冊程度のおすすめ本の
ポスターを図書室前廊下に掲
示し、館内に展示コーナーを
設置します。
お楽しみに！

『いたずらの魔法』

委員紹介文

すしらーめんりく著（KADOKAWA）
この本は、人気 YouTuber すしらーめん
りくさんの経験や思い出などが書かれ
ています。私はこの本を読んで、他人の
人生、自分の人生とは何かを学ぶことが
でき、自分のメンタル面も強くなったと
思います。ぜひ進路や就職で不安になっ
ている方や、すしらーめんりくさんに興
味を持った方におすすめします。

早坂吝著（新潮文庫 nex）
急速な進歩によって、人工知能（AI）による
時代が見えてきた“今”。果たして、AI は
ヒトに代わることができるのか。作中では
人工知能の AI と、高校生の合尾輔により、
輔の父の死の真相を突き止める推理合戦が
繰り広げられます。その一方、AI には人工
知能らしいエラーが起こったり、人との会話が人間らしくな
いといった場面も…。輔と共に人間に近い存在へと成長して
いくが、AI（あい）なりの取得した“ヒトの心”とは？

委員紹介文

図書のリクエスト
随時受付中！
図書館にない本で、読みたい本がある
ときは、リクエスト制度を活用下さい。

図書館内では
図書委員や司書が、
さまざまなテーマで
本を紹介しています。定
期的に変わるので、お楽
しみに！

青木ゆり子著

明石書店

取り残されている人に焦点を当て、都道
府県ごとに実態を指数で可視化。指数化
す
する事で、何に重点を置いて
取り組みを強化すべきか、い
かなる改善が必要なのか、テ
ーマ別に提言がまとめられて
いる。子どもの貧困から LGBT
外国人問題などの提言とは？

『Another2001』
『Another エピソード S』

誠文堂新光社

『地球に住めなくなる日
ウェルズ著

「食はヒトと人をつなぐ最良の
コミュニケーションの一つだ」
本書では、その土地ならではの
食材や調理法で、家族が健やか
に暮らせるように伝承されて
きた郷土料理の数々を紹介す
る。作り方だけでなく、歴史・
文化、儀礼や宗教の食規制にも
触れている。

『リスからアリへの手紙』

綾辻行人著
KADOKAW

１年国語総合授業
「黄色い花束」黒柳徹子著

展示 SDGｓコーナー
『紛争とは』
ユニセフの親善大使である黒柳徹
子さんが、長い民族紛争のつづく地
を訪れたときの体験を描いた本作。
改めて紛争について考えてみよう。

『夜に駆ける YOASOBI 小説集』
星野舞夜[ほか]著 双葉社
小説を音楽にするユニット
YOASOBI。YOASOBI の楽曲は、
投稿された小説がもとに作
られている。本書は、その小
説集だ。表題作「夜に駆ける」
の原作も収録されているが、
歌となる前提で投稿された
小説だからか、歌詞を意識し
たさらりと読める一冊だ。

気候変動の避けられない真実』

日本放送出版協会
気候変動によっていま世
界になにが起きているの
か。また私達の生活はどう
変わっていくのか。本書は
膨大な調査をもとに、それ
らを解説した本だ。世界中
で様々な影響が及んでい
るが、改めて、本書を片手
に考えてみよう。

トーン・テレヘン著

河出書房新社

森にすむ個性豊かな
動物たちの『手紙』の
やり取り。なにげない
手紙のやり取りは、き
っと疲れた心をいや
してくれるだろう。ホ
ッと一息つきたいと
き、手に取ってみてほ
しい。

夜見山中３年３組には、あ
る厄災が起こる年と、起こ
らない年があった。その厄
災とは、
「死人がクラスに紛
れ込む現象」だった。つい
にその厄災が、ふたたび訪
れ…。話題の学年ホラーミ
ステリー最新作が入荷！

『探偵 AI リアル・ディープラーニング』

展示コーナー

『世界の郷土料理辞典』

『そして誰もいなくなった』 『水を縫う』
アガサ・クリスティ著

早川書房

10 人の男女が孤島に閉じ
込められ、殺人が起こって
…。犯人はいったい誰？！
推理小説の世界でもよく
ある「孤島ミステリもの」
。
アガサ・クリスティの中で
も定番の一作だ。ぜひはじ
めてのクリスティ作品は、
この一冊から！

寺地はるな著

集英社
姉のウェディングドレス
を作ることになった弟。小
さい頃から刺繍が好きだ
ったが、
「男が刺繍なんて」
と思われることも…。姉の
結婚を機にそれぞれが自
分の中の「普通」を乗り越
えていく、背中を押してく
れる一冊だ。

展示Ａ『不動心』

図書館教育ニュースより（少年写真新聞）

3 年保育授業

前期図書委員会掲示板係
が制作した「メンタル・ト
レーニング」をテーマにし
た展示。『技術だけでなく、
心も鍛える！』メントレの
本だけでなく、アスリート
の本も置いてあります。

展示 C『生誕 130 年アガサ・クリスティ』

展示 D『絵本の力』

世界的に有名な推理作家アガ
サ・クリスティ。彼女が描い
た魅力的な登場人物、革新的
なストーリー。多くの作品を
書いた彼女の作品から、気に
なる 1 冊を探してみよう！

３年ユニ「保育」の授業で、米沢図
書館の司書の方より、
「絵本の力」を
テーマに、読み聞かせの講習があり
ました。その中で紹介された絵本な
どを集めてみました。どれも魅力的
な絵本ばかり！絵本は誰もが楽しめ
るものです。この機会にぜひ！

“今”だから読んでほしい
おすすめの１冊（新着以外も含む）

『仕事本 わたしたちの緊急事態日記』

ビル・コッター著（サンクチュアリ出版）

神宮司庁編著

【展示 C 絵本の力より】本書は、参加型
絵本といわれるジャンルの絵本です。
子どもがついつい「さわったり」
「おし
たり」してしまう絵本。
きっと何度も
「読んで！」
と言われること間違
いなしの絵本だ。
です。

寺島実郎監修 東洋経済新報社
【2020 年幸福度ランキング第９位山形県！】
判断基準となる価値に
よって幸福に対する考
え方は多種多様に異な
る。幸福とは非常に相
対的なものである。で
は地域にとっての幸福
とはなにか。本書を紐
解きながら、改めて考
えてみよう。

『中高生のラクチン弁当 320』
食のスタジオ著

学研プラス
【３年フードデザイン
食物調理技術検定２級
弁当の献立を考える】
本書は中高生向け栄養
満点のお弁当レシピ本。
検定受験者はもちろん
お弁当を作ってみたい
人にもおすすめ！

常設展示コーナー

メディア
コーナー
映画・アニメ・
ドラマなど映像
化された作品の
原作があります

『ディック・ブルーナ ミッフィーを生んだ絵本作家』

『図解伊勢神宮』

『ぜったいにさわっちゃダメ？』

『全 47 都道県幸福度ランキング』

継続購入図書

新着図書

Ｐｉｃｋ ｕｐ！

小学館

イングマン、レイヒル著

河出書房新社

1955 年ディック・ブル
ーナは家族旅行に出か
け、その先で二匹のうさ
ぎと出会う。そのうさぎ
が息子の寝る前に聞く
お話に何度も登場する
ようになり・・・。
イギリスの専門家によるはじめての伝記。
ミッフィーがいかに生まれ、いまの形とな
っていったかのか？

伊勢神宮は、天照大御
神をお祀りする神社
である。本書は、その
神宮の神職たちが執
筆した初めての神宮
読本だ。写真やイラス
ト、図版が豊富なの
で、気になるページか
ら読んでみよう。

『英語で聴く世界を変えた感動の名スピーチ』 『障害者差別を問いなおす』
平野次郎解説

荒井裕樹著

KADOKAW

ナマの声には人を惹きつける力がある。
本書は世界を変えた 17 人
の演説やスピーチを集め
た本だ。スピーチ全文と、
あわせて演説をしたとき
社会はどういう状況だっ
たかも短く記載されてい
る。付属 CD は著作権上貸
出不可だが、館内で利用可

『殺人者の涙』
』アン＝ロール・ボンドゥ著

池井戸潤著

両親を殺した殺人者アル
ヘンと暮らすことになっ
た少年パオロ。二人が暮
らしていく中で、いつし
か二人の間には「絆」が
芽生えていき…。しかし、
アルヘンの罪は消えるこ
となく・・・。

『罪の声』

塩田武士著

ちくま新書
2016 年障害者差別解消法が
施行し、障害者への差別は
減っていくかに思えたが、
「社会はそんなに単純なも
のではなかった」と著者は
語る。本書では過去どのよ
うな行為、価値観を障害者
差別とし、障害者たちは怒
りを感じたのか、過去の事
例を探り、考えていく。

『アルルカンと道化師』
小峰書店

講談社

実際にあった「グリ
コ・森永事件」を題材に
描かれた骨太ミステリ。
あの事件で使われた
「テープ」の音声が幼い
自分の声と気づいた主人
公がその謎に迫っていき
…。タイトル「罪の声」
の意味を深く考えさせて
くれる一冊だ。

講談社
半沢直樹５作目は、第１作
の前日譚のため本作だけ
読んでも楽しめる！！！
半沢のもとに持ち込まれ
た美術出版社買収話、裏に
は「ある絵画」に秘められ
た謎が絡んでいた。半沢直
樹+ミステリの、読み始め
たら止まらない一作だ。

『十二単を着た悪魔』
内館牧子著

継続購入図書

コロナウィル スによって
生活は一変された。仕事を
する上で、いままでと違っ
たやり方がでてきたり、仕
事そのものが なくなった
り…。本書は、様々な職業
の人たちの四 月の日記集
である。コロ ナがあろう
が、仕事は続く、生活は続
く。日記をひもとき、いま
一度考えてみよう。

左右社

幻冬舎
勉強も運動もできる弟に
コンプレックスを持った
兄・雷は、突然源氏物語
の世界へ…。出会ったの
は現代のキャリアウーマ
ンのような「弘徽殿女御」
と、弟・光源氏へコンプ
レックスを持つ兄・一宮
であった…。

下記レーベルを継続購入しています。
岩波新書、岩波ジュニア新書、ちくまプリマ―新書
本誌で紹介した継続購入の新書は「一部」です！
館内「新書コーナー」に最近のものは別置されます
ので、図書館へ足を運んで、ご覧ください。

『モーツァルト』
岡田暁生著

天才モーツァルト。彼の音楽のどんなとこ
ろが天才といわれていたのか。それらを具
体的に描いたのが本書「よみがえる天才
モーツァルト」である。「モーツァルトの
比類なさとは」
「天才君の栄光と悲惨」
「天
才とは何か」など、彼の人生をたどりつつ、
モーツァルトの生き方に触れてみよう！

『改訂版遺伝子・DNA のすべて』
夏緑著

童心社

自分がもつ遺伝子の
可能性に挑戦する！
それが、すべての生き
物が生きている理由
だ、と著者は語る。本
書で遺伝子の謎をひ
もときながら、あなた
の知らない「いきる」
とはなにかを知って
みませんか？

『社会を知るためには』
筒井淳也著

『過労死しない働き方』

平凡社

川人著

音楽はどうしてもなく
ちゃならないものじゃ
ない。でも、毎日を充実
させるエネルギーのも
とになるものの一つだ。
「聴く」「知る」「音楽す
る」の３つから音楽の楽
しみ方を知ってみよ
う！

展示コーナー（壁面）
ミニ展示が「書架の壁面」にいくつかあります。
「図書館教育ニュース」紹介の本２冊を展示中！

展示 E『キリンの体の中は謎だらけ』
世界一キリンを解剖している研究者とは？

展示 F『歴史のロマンが眠る水中遺跡』
沈没船などの発掘から重要な重要な発見が相次ぐ！

ちくまプリマー新書

『「社会って思い通りに動かせるものでは
ないのか」ということを実感しないと、社
会をちゃんと動かすことはできません』と
著者は語る。「社会」とは、知れば知るほ
ど「わからない」部分があるものなのだ。
社会を変えるためには、まず「社会を知る」
ことも大切である。本書を読み、まずは社
会に向き合っていこう！

『音楽ってなんだろう？』
池辺晋一郎著

ちくまプリマ―新書

岩波ジュニア新書

働く前に考えておくべきことがある。仕事
と生活の調和を図ろうとする「ワーク・ラ
イフ・バランス」という考え方だ。しかし
それを崩す原因として「過労死」「長時間
労働」などがある。これから社会に出る前
に、この２つを知ることは、充実した人生
を送る上で大切なことだ。本書を読み、健
康で幸せな人生を送っていこう！

『館林発フェアトレード』
東洋大学国際地域学部子島ゼミ著

生徒リクエスト本
上毛新聞社

『環境白書 2019/20』
環境省編

日経印刷

気候変動における私達の役割とは

『格差の世界地図』『人権の世界地図』
丸善

テーマ別に、地図上の様々な実情を紹介

新書コーナーにはその他新着も入っています！

