
 

 

 

 

 

 

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。 

２年生・３年生も、新たな気持ちで新学期を迎えたことと思います。 

   図書館 開館！ 貸出 開始します！ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『六人の嘘つきな大学生』 
浅倉 秋成/著 
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

嘘つき学生と、嘘つき企業 
の、意味のない情報交換－ 

それが就活。最終に残った 
六人が内定に相応しい者を 
議論する中、六通の封筒が 

発見される。そこには六人 
それぞれの「罪」が告発さ 
れていた。 犯人は誰か、 

究極の心理戦スタート。 

『赤と青とエスキース』 

青山美智子/著  
ＰＨＰ研究所 

メルボルンの若手画家 

が描いた一枚の「絵画」。 
日本へ渡って三十数年。 
その絵画は「ふたり」の 

間に奇跡を紡いでいく。 
一枚の「絵画」をめぐる、 
五つの「愛」の物語。 

彼らの想いが繋がる時、 
驚くべき真実が現れる！ 

『境界のポラリス』 講談社 
中島 空/著  

恵子は中国生まれ日本育ち 

の女子高生。母と日本人の父 
と三人で暮らしている。ある 
日、バイト先のコンビニでマ 

ナーの悪い客にからまれて 
いるところを、大学院で中国 
文学を学ぶ幸太郎に助けて 

もらう。彼は、夜間中学で、 
外国人の子どもたちに日本 
語を教えてもいるらしい。 

興味を持った恵子は、この教 
室を訪れるのだが…。 

『愚かな薔薇』恩田 陸/著 徳間書店 

夏が近づく季節、母方の故 

郷・磐座を訪れた奈智。 

十四歳になると参加するこ 

とになる二か月に及ぶ長期 

キャンプは、「虚ろ舟乗り」 

の適性を見極めるためのも 

のだった。キャンプの本当の 

目的とは―。１４年の連載を 

経て紡いだ美しくもおぞま 

しい吸血鬼ＳＦ。 

『 亜ノ国へ  水と竜の娘たち 』 
柏葉 幸子/著 
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

どんでん返し×冒険エン 

タテイメント！ 
塔子は、過酷な異世界「亜 
ノ国」へ飛ばされ少女ム 

リュの世話係になる。 
やがて実の娘のように愛 
してしまう。ムリュは命 

がけの「六祝の儀」に参 
加することに・・・・・ 

『真夜中のマリオネット』 集英社 

知念 実希人/著 
婚約者を殺された救急医の 

秋穂のもとに、運ばれてきた 

のは、交通事故で重傷を負っ 

た美少年・涼介。無事、命を 

救うことができたが、手術室 

を出た秋穂に刑事が告げる。 

「彼は、人を殺してバラバラ 

にする『真夜中の解体魔』だ」 

とー。 

『マンガ：ペストとコロナ 東京の女子
高生が、ペストの世界に
迷いこんだら』 

ｱﾙﾍﾞｰﾙ･ｶﾐﾕ/著 

天災か？人災か？差別と 

分断、自粛警察、無策の 

政治…二つの禍は相似形 

だった。 
 

『ペッパーズ・ゴースト』朝日新聞出版 

伊坂幸太郎/著 
未来を観て、人生を取り戻 
す。ある不思議な能力を持 
つ中学校の国語教師・檀 

（だん）と、女子生徒の書 
いている風変わりな小説。 
生徒の些細な校則違反を 

きっかけに、檀先生は思わ 
ぬ出来事に巻き込まれて 
いく。 

『雪とパイナップル』集英社 

鎌田 実/著 
心があたたかくなる絵本。 

チェルノブイリの放射能 

汚染で白血病になった少 

年アンドレイと、日本から 

きた若い看護師ヤヨイと 

の心の交流を、ベラルーシ 

の美しい自然を背景に描 

く。涙と感動さそう作品！ 

＊新入生・在校生・教職員の貸出コードは図書館で管理していますので、 

★学年・クラス・名前を告げれば、いつでも、すぐに貸出できます。 
 

    
★双星高校の図書館は充実しています！ 蔵書数 4万 3千冊！ 

 
小説、ノンフィクション、歴史書、社会科学、自然科学、図鑑、写真集、絵本、進路の本、

各教科、電気・機械・商業の専門書など、様々な分野の本がたくさんあります。 

尼崎双星高等学校図書館 

 

 

 

Ｎｏ．１ 

２０２２年 
４月１１日発行 

★開館時間：８：４０～１６：５０ 
★貸出：一人３冊まで ２週間 

★★★★★新着図書紹介★★★★★ 

◆雑誌コーナー（アニメ、ファッション、音楽、映画、スポーツ、パソコン、料理などの雑誌２０種） 

◆漫画コーナー（『ちはやふる』『ワンピース』『スラムダンク』『名探偵コナン』『はたらく細胞』などなど、豊富な種類） 

◆蔵書検索コーナー（図書館にある蔵書の検索ができます。みなさんが読みたい本があるか、検索してみてください。） 

◆パソコンコーナー（インターネット利用が可能なパソコンが２台あります。すぐに利用できます。ＤＶＤも視聴できます。） 

気軽に図書館に来てください！ どんな本があるのか、興味のある本を探してみよう！ 

 図書委員 
募集中！ 

★
読
書
は
冒
険
！
★
読
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！
双
星
高
校
生
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『 黒牢城 』第 166 回 直木賞受賞 

米澤 穂信/著 

          KADOKAWA   

織田信長に叛旗を翻して有岡 
城に立て籠った荒木村重は、 

城内で起きる難事件に翻弄さ 
れる。囚人にして織田方の軍 
師・黒田官兵衛に謎を解くよ 

う求めた。事件の裏には何が 
潜むのか。戦と推理の果てに 
村重は、官兵衛は何を企む。 

『塞王の楯』第 166 回 直木賞受賞 
               今村 翔吾/著 
                 集英社 

どんな攻めをも、はね返す 
石垣。 どんな守りをも、打 

ち破る鉄砲。「最強の楯」と 
「至高の矛」の対決を描く. 
大軍に囲まれ絶体絶命の大 

津城を舞台に、宿命の対決 
が幕を開ける――。 
究極の戦国小説！ 

『ブラックボックス』第 166 回 
芥川賞受賞 

砂川 文次/著 
ずっと遠くに行きたか 

った。今も行きたいと思 
っている。自分の中の怒 
りの爆発を、なぜ止めら 

れないのだろう。 自転 
車便のメッセンジャー、 
サクマは都内を今日も 

ひた走る。 

『ミステリと言う勿れ』前編・後編 

豊田 美加/著 

月曜 9 時ドラマ ノベライズ 
天然パーマが印象的な大学生・久 
能整。身に覚えのない殺人事件の 

疑いをかけられた整は、警察署に 
連れられ事情聴取を受けること 
になるが…。よどみなく繰り出さ 

れる整の鋭い言葉の数々が、真相 
を浮かび上がらせ、人々の心も解 
き明かす―。 

『ゴーストハント』１～６  角川文庫 
小野不由美/著 

主人公・麻衣の高校にある 
旧校舎には、取り壊そうと 
するとタタリがあるとい 

う。麻衣は、旧校舎の調査 
依頼を受けたという調査 
研究所の仕事を手伝うこ 

とになり、自信家の 17 歳 
の美少年、渋谷。個性的な

霊能者たちが登場する、大人気ﾎﾗｰﾐｽﾃﾘﾗｰ｡ 

『読書嫌いのための図書室案内』 

青谷真来/著 
読書が嫌いな高校生の 
浩二は、ひょんなことか 
ら本好き女子の蛍と図 

書新聞の再刊を任され 
る。浩二と蛍はやがて 
昔学校で起きた自殺事 

件に直面し……本をめ 
ぐる高校生たちの青春 
と秘密の物語 

『RDG レッドデータガール』 角川文庫 

氷の靴 ガラスの靴   荻原 規子/著 
特殊な家系と力を持つ子女が 

通う鳳城学園で結成された「チー 
ム姫神」。陰陽師、忍者、山伏の 
生徒で構成され「人間の世界遺 

産」を審査する視察団から注目を 
集める存在だ。 その中心人物・ 
泉水子の前に現れたのは？  

大規模なスケート教室が計画さ 
れる。 

『ハムレット！ハムレット！』 
          華やかな文豪達による 

＜新＞ハムレット競演。 
谷川俊太郎「初夏のハム 

レット」・太宰治「新ハ 
ムレット」・芥川比呂志 
「ハムレット役者」・志 

賀直哉「クローディアス 
の日記」・ランボオ（中 
原中也訳）「オフェリア」 

＊詩  

『グランマ・ゲイトウッドの 
ロングトレイル』 

ﾍﾞﾝ･ﾓﾝｺﾞﾒﾘ/著 
山と渓谷社 

女性初のアパラチアント 
レイルスルーハイカーは、 

６７歳のおばあちゃんだ 
った。ＤＶ夫、１１人の子 
ども、２３人の孫と離れ、 

テントも寝袋も持たずに 
歩き通した女性の感動物語。 

『「心」のお仕事 今日も誰かのそばに立つ 

             ２４人の物語』 

「いま」がわかる職業案内。 

精神科医、看護師、公認心理師、 

臨床心理士、カウンセラソーシャ 

ルワーカーから心の謎に迫る研 

究者まで―最前線に立つ２４人、 

奮闘の記録  

『いつでも君のそばにいる』 リト＠ 

葉っぱ 

切り絵 

ｱｰﾃｨｽﾄ 
１枚の葉っ

ぱの上に広

がる温かい

物語・作品 

『地球で暮らす きみたちに 晶文社 
知ってほしい 

５０のこと』 
いまの世界を知ることで、 

これからめざす未来が見 

えてくる。ＳＤＧｓの理解 

を深め、考え、行動する力 

を手に入れよう。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

『大人も知らない！ＳＤＧｓなぜなに 
クイズ図鑑』宝島社 

子どもから大人までクイズ 

で楽しみながらＳＤＧｓを 
学べる。自分ごととしてＳＤ 
Ｇｓを考えるきっかけにな 

る。Ｑ「日本で 1 年間に捨 
てられる食ベ物の量は？」 
答えはなんと 

「プール 2 万個分！」 

【世界の歩き方】 

『世界のすごい巨像』 

『世界 167か国の不思議 

聖地＆パワースポット』 

『異世界の歩き方 

パラレルワールド』 

『世界なんでもランキング』 

 
図解でわかる 
『ホモ・サピエンスの 

秘密』 
『食べ物と 
人類の１万年史』 

『１４歳から考える  
資本主義』 

図解でわかる 

『１４歳からの 

知っておきたいＡＩ』 

 

『１４歳からの 

宇宙活動計画』 

図解でわかる 
『１４歳から知る  

気候変動』 
『１４歳からの  

脱炭素社会』 
『１４歳からの  
プラスチックと 

環境問題』 

マンガでわかる 

『マルクス 

資本論』 

脱成長へのヒント 

『高校生からの 

お金の教科書』 

投資・保険・年金・税金 

お金の基本まるわかり 
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