
 

 

 

 

 

 

あけましておめでとうございます。 

２０２０年の十二支は「子」― ねずみ年です。 

十ニ支のはじまりである子年は「新しい命が植物の種子の中に生まれた状態」とされています。 

２０２０年は 何かが始まり、未来に向けて育ち始める年です。 

自分の夢・未来・目標に向けて、新しいことに 取り組みはじめよう！ 

本の世界に飛び込もう！ 今年も、すてきな本と出会おう！ たくさん 本を読もう！   

 

 

※     長期延滞中の人も、必ず返してください。 

 

 

 

2019年１２月の図書館の利用状況 

12月  開館 

日数 

利用者総数 

   ２８８人 

貸出者 

総数 

貸出総冊数 

  ２７３冊 

ﾘｸｴｽﾄ数 ﾊﾟｿｺﾝ 

利用 

1７日 放課後 ２５５ １１４人 １年   ６４冊 １１件 ５件 

２年   ５７冊 

授業 

その他 

 ２６ ３年  ６７冊 

職員  ８５冊 

＊「本の福袋」２２袋（４４冊）貸出しました 

★★★ ２０１９年４月１０日～１２月２４日までの貸出トップ１０ ★★★ 

１位 ： １年（599冊） 2位 ： 2年（560冊） 3位 ： 3年（493冊） 

 

 
 

 

 

 

順位 クラス 貸出冊数 順位 クラス 貸出冊数 

１位 ２年４組 ３３７冊 ６位 １年４組 ８７冊 

２位 １年６組 １１９冊 ７位 ３年７組 ８０冊 

３位 ３年２組 １１５冊 ８位 １年２組  ７９冊 

４位 １年５組 １０１冊 ９位 ３年５組 ７６冊 

５位 １年９組 ９３冊 １０位 ３年４組 ７０冊 

Ｎｏ．９ 
２０２０年 
１月９日発行 

尼崎双星高等学校図書館 

 

 

 

報告 

❀３年生のみなさんへ❀ 
３学期も図書館は、読書・学習に利用できますが、 

本の貸出・返却については、1月末までです。 

貸出図書を返却してください 
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海外文学を読もう！ ティーンが主人公の、喜びと悩みをつづった 心に響く物語：海外作品 

    『ペーパータウン』 
      ｼﾞｮﾝ･ｸﾞﾘｰﾝ∥著 
       ｱﾒﾘｶ 岩波書店 

      平凡な高校生クエン 
ティンが恋していた幼 

なじみ、マーゴ。ある 
晩姿を消したマーゴの 
ゆくえを追う。彼女の 

意外な一面を発見する。 

『アリブランディを探して』  
ﾒﾘｰﾅ･ﾏｰｹｯﾀ∥著  

      オーストラリア 岩波書店 
恋に受験に大忙しのア
リブランディのもとへ、

会ったこともなかった
父親が現れ・・。心に響
く言葉があふれるオー

ストラリア発大人気作。 

『飛び込み台の女王』 
      ﾏﾙﾃｨﾅ・ｳﾞｨﾙﾄﾅｰ∥著 

ドイツ  岩 波 書 店                  
カルラはずっと、ナージ

ャの親友にしてあこが
れの選手だった。 
飛び込み競技のエリー

ト選手の二人の少女の
友情と成長物語。 

 『ﾏﾙｾﾛ･ｲﾝ・ｻﾞ･ﾘｱﾙﾜｰﾙﾄﾞ』 
ﾌﾗﾝｼｽｺ・X・ｽﾄｰｸ∥著 
ｱﾒﾘｶ 岩波書店 

      マルセロは発達障害を 
もつ１７歳。初めての 
仕事―「リアルな世界」 

を経験した、ひと夏の 
成長。さわやかな青春小説。 

『ア ン チ』 
ﾖﾅﾀﾝ･ﾔｳﾞｨﾝ∥著 
イスラエル 岩波書店 

アンチは反抗期まっさか
りの１４歳。家族もうざ

いし、学校も気にいらな
い。ヒップホップにのめ
り込み、思春期の心をラ

ップにのせて伝える 

  『ペーパーボーイ』 
ｳﾞｨﾝｽ・ｳﾞｫｰﾀｰ∥著 
ｱﾒﾘｶ 岩波書店 

ぼくは夏休みの間、新聞 
配達をすることになっ 
た。すぐにどもってしま 

い、人に会うと緊張す 
る。大人たちとの出会い、

少年は変わっていく。 

      『コミック密売人』 
ﾋﾟｴﾙﾄﾞﾒﾆｺ・ﾊﾞｯｶﾗﾘｵ∥著          

イタリア 岩波書店 
1989 年ブタベスト。 
シャーンドル１５歳。職業 

は「コミック密売人」独裁 
政権下のハンガリーを舞台 
に、思春期の葛藤を描く 

『バイバイ、サマータイム』 
      ｴﾄﾞﾜｰﾄ ・゙ﾎｰｶﾞﾝ∥著 

イギリス 岩波書店 
       両親が離婚したことを 

気に病むダニエルは、女 

の子レキシーに出会う 
が、彼女には不可解な点 
があった。少年の微妙な

心理を描くサスペンス。 

『サイモン VS人類平等化計画』 
ﾍﾞｯｷｰ・ｱﾙﾊﾞｰﾀﾘ∥著 

ｱﾒﾘｶ 岩波書店 
サイモンはごく普通の 
高校生。ネットで知り合 

ったブルーに夢中で、自 
分がゲイであると打ち 
明ける。「なんで異性愛 

が普通だと思うわけ？」 

 『わたしはイザベル』 
ｴｲﾐｰ・ｳｨｯﾃｨﾝｸﾞ∥著 

      オーストラリア 岩波書店 

      愛されずに育った少女イザ 
ベル。読書を心のよすがに

自活をはじめ、生きるため
の苦闘を続けるうちに、自
らの言葉の才能を見出す。 

『アラスカを追いかけて』 
ｼﾞｮﾝ･ｸﾞﾘｰﾝ∥著 
ｱﾒﾘｶ 岩波書店 

       新しい高校に転入したマ 

イルズは、カリスマ的な魅 
力を持つ美少女アラスカ 
に惹かれていくが、思いが

けない出来事が彼らを襲う。 

『希望のいる町』 
ｼﾞｮｰﾝ・ﾊﾞｳｱｰ∥著 
ｱﾒﾘｶ 作品社 

       ｳｴｲﾄﾚｽをしながら高校 

に通う少女が、名コック
のおばさんと一緒に小
さな町の町長選で正義

感に燃えて大活躍。 

『国を救った 
数学少女』西村書店 
ﾖﾅｽ・ﾖﾅｿﾝ∥著 

南アフリカ出身の天才数学
少女が、余った爆弾を手にし
てしまう。モサドやスウェー

デン国王を巻き込んで、仲間
と大暴れ。爆笑コメディー 

『はみだしインディアンのホントに 
ホントの物語』小学館 

             ｼｬｰﾏﾝ・ｱﾚｸｼｰ∥著 
インデアンとして保留地で生 

まれ育ったオレは、ある日 

ここを出ていくことに決め 

た。自分の居場所を探し続け 

る少年のリアルでユニークな 

生き方。全米受賞多数。 

『G O N E』上・下  
    マイケル・グランドﾟ∥著 

ハーパーコリンズ・ジャパン出版 

 

 

 

 

 

 
授業中、教室から先生が消えた。サムたち 
生徒は騒然とするが、やがて、消えたのは 
町じゅうの大人ー１５歳以上の人間全員
だとわかる。異様な混乱の中、サムは親友 
クインと、町はずれにいってみることに。 
彼らがそこで見たものはー。SF スリラー 

『解 錠 師』早川書房 

  スティーブ・ハミルトン∥著 
８歳の時に言葉を失ったマイク。 
どんな錠も開けることができる 
才能をもっていた。高校生とな 
り、プロの金庫破りの弟子とな 
る。非情な犯罪の世界に生きる少 
年の光と影を描いた、話題作。 

『ルミッキ』１・２・３ 
      サラ・シムッカ∥著 
      しなやかな肉体と明瞭な頭 

脳を持つ少女ルミッキは、高校 

でも異色な存在。クラスメイト 

もろとも犯罪事件に巻き込ま 

れる。事件の謎とともに彼女の 

過去が解き明かされていく。 『スワン』呉 勝浩∥著 
                    KADOKAWA 
          巨大ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ「スワン」で 

起きた無差別銃撃事件。高校生 

のいずみは犯人と接しながら 

生き延びた。半年後、彼女に 

一通の招待状が届く。話題作。 

『なめらかな世界と、 
その敵』 

伴名 練∥著 早川書房 

いくつもの並行世界を行き 
来する少女たちの１度きり 
の青春を描く。世界で最も 

SF を愛した作家の傑作集。 

『ﾉｯｷﾝｵﾝ･ﾛｯｸﾄﾞﾄﾞｱ２』 
 青崎有吾∥著 徳間書店 

トンネルに入った女子高

生が忽然と姿を消した。僕た

ちには、まだ解いていない不

可能で不可解な事件がある。 『僕はかぐや姫 
/至高聖所』 

           松村栄子∥著 ポプラ社 
          進学校の女子高で、自らを僕 

と称する文芸部員たち。17 
歳の魂のゆらぎを鮮烈に描き
出す。 ほか芥川賞受賞作。 

『「ジョジョの奇妙な冒険」で英語をもっと学ぶ！！』原作」荒木飛呂彦 

『よくわかる！「はたらく細胞」細胞の教科書』 細胞・ｳｲﾙｽの図鑑 
『ここでしか味わえない非日常の世界』めったに見られない光景の写真集 

『白銀の墟 玄の月』 １～４   小野不由美∥著 新潮文庫 

新着図書案内 Ｎｏ.９ 
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