
 

 

 

 

 

 
２０２２年 
５月 
図書館 
利用状況 

開館 
日数 

利用者総数 
     ２９２人 

貸出者総数 貸出総冊数 
 １５５冊 

リクエスト 
数 

パソコン 
利用 

１９日 昼休み １４２  ８８人  １年  86冊  
５    

 
２    放課後 １３２  ２年  23冊 

その他  １８  ３年 25冊 
  職員  21冊 

 
 
 
 
 
 
 

 

『一ノ瀬ユウナが浮いている』 
乙 一/著 

集英社 
１７歳の時、水難事 
故で死んだはずの 
幼馴染み・一ノ瀬ユ 
ウナは、俺の目の前 
にいる。不思議なこ 
とだが、ユウナのお 
気に入りの線香花 
火を灯すと、俺にし 
か見えない彼女が 
姿を現すのだ。俺は

何度も線香花火に火をつける。 

『いつか、きみの涙は光となる』 

春田 モカ/著  
スターツ出版 

高校生の詩春には、人 
が涙を流した回数が見 
えるという不思議な力 
がある。クラスメイト 
の吉木の数字だけは

「１」のまま。なぜか彼 
は詩春に厳しい言葉を 
投げつけてくる。だんだ 
ん彼の存在が大きくな 
っていく。ふたりを繋ぐ 
過去。感動の物語。 

『 ｂｉｒｔｈ 』 山家 望/著  
筑摩書房 

幼い頃に母に棄てら 
れ、施設で育ったひ 

かる。 ふとした瞬間 
甦るあやふやであた 
たかな記憶、そして 

手元に残された母子 
手帳が唯一の母との 
つながりだった。あ 

る日、公園のベンチ 
で拾ったのは、自分と同じ名前、生年
月日の母親が落とした母子手帳。他人

とは思えないもう一人のひかる 

『ミッドナイト・ライブラリー』
マット・ヘイグ/著  
ノーラはその日  
人生のどん底にいた。 
いくら悲しくても話 
を聞いてくれる家族 
も友人もいない。頭を 
めぐるのは後悔ばか 
り。ノーラは衝動的 
に自らの命を絶とう 
とする。だが目覚め 
たとき、目の前には 
不思議な図書館が佇 
んでいた―。 

『ようこそ実力至上主義の教室へ』 
衣笠 彰梧/著 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 
進学、就職先はほぼ 
100％応えるという名 

門校・高度育成高校。 
毎月１０万円の金銭に 
値するポイントが支給 

され、髪型や私物の持ち 
込みも自由。だがその正 
体は優秀な者だけが好 

待遇を受けられる実力 
至上主義の学校だった。 

『さとりをひらいた犬 ﾞ 

ほんとうの自分に出会う物語』 
刀根 健/著 主人に仕える勇敢な 

猟犬・ジョンは主人 
や仲間から離れ、 
「ほんとうの自分」 
を探しに、伝説の聖 
地・ハイランドを目 
指す。ついにハイラ 
ンドへの到達を果た 
すが、そこでジョン 
が見た景色とは…。 
現代人におく 
る珠玉の人生寓話。 

『 い え 』  小野寺史宜/著 
祥伝社 

社会人三年めの三上 

傑には、大学生の妹、 
若緒がいた。最近、傑 
は妹のことばかり気 

にかけている。傑の 
友だちであり若緒の 
恋人でもある城山大 

河が、ドライブデート
中に事故を起こした。後遺症で、若緒は
左足を引きずるようになってしまう。 

『星を掬う』町田そのこ/著 
すれ違う母と娘の物語。 

小学１年の時の夏休み、 
母と二人で旅をした。 
その後、私は、母に捨て

られた。ラジオ番組の 
賞金ほしさに、ある夏の 
思い出を投稿した千鶴。 

それを聞いて連絡してき 
たのは、自分を捨てた母 
の「娘」だと名乗る恵真 

だった。 

『ＪＫ、インドで常識ぶっ壊される』 
熊谷はるか/著 

なにも知らないまま 
降り立ったインド。 
タピオカもプリクラ 
もない国で、ＪＫが 
見たものは？ 
目を輝かせて未来を 
語るスラムの少年少 
女たち。現役女子高 
生が綴ったインドの 
光と影。 

尼崎双星高等学校図書館 
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★★★★★新着図書紹介★★★★★ 

もっと もっと  

図書館を利用してください。 

図書館は みんなの居場所です。  

♪♬ 誰もがブラリと寄ろう  
ライブラリー♪♬    

２０２２年度 図書委員会アピール 

★「本は心のビタミン C！」 

★「本は友達つくりの一つ ～Let’s  Read  Books ～」 

★「人生を変える最高の一冊を見つけ出そう！   本 大好き！」 

 



『 タラント 』角田 光代/著 
今、だれもがスタート 
を待っている。周囲の 
人々が“意義ある仕 
事”に邁進する中、心 
に深傷を負い、無気力 
な中年になったみの 
り。実家に届く不審な 
手紙、不登校になった 
甥の手で祖父の過去 
がひもとかれるとき、 
みのりの心は、予想外 
の道へと走りはじめる 

『我が友、スミス』石田夏穂/著 
           ステートメント・ピアス、 
                 脱毛、１２センチのハイヒ 
         ール、ハイビスカス色の 

ビキニ。Ｕ野は筋トレに 
励む会社。Ｇジムで自己 
流のトレーニングをして 
いたところ、Ｏ島からボ 
ディ・ビル大会への出場 
を勧められる。筋トレと 
食事管理によって体は 
引き締まっていくが、結果

を残すには筋肉のみならず「女らしさ」 も鍛 
えなければならなかった。 

『 N 』道尾秀介/著 
  全六章。読む順

番で、世界が変わ

る。すべての始ま

りは何だったの

か。結末はいった

いどこにあるの 

か。 

あなた自身が 

つくる 

７２０通りの物語。 

『クリエイターのハローワーク』 
ものづくり業界と 
職種がわかる本 

モノをつくって生きて 
いく道はたくさんあ 
る。どんな仕事があっ 
て、どうすればその職 
業に就けるのか、６０ 
の職業の７０人のクリ 
エイターに取材し、生 
の声を収録しました。 

『未来の医療で働くあなたへ』 
奥 真也/著 

ロボットと共に働くこと 
が当たり前になる未来の 

医療現場で働く１０代に 
向けて、医療未来学者で 
ある著者が、進歩する医 

療を紹介し、これからの 
医師を目指す心構えや進 
路について指南する。 

『働く女子に明日は来る！』 
中澤日菜子/著 

今日も明日も心身 

共にハードワーク 

が待っている。 

頑張れ！自分！働 

く女子の背中を包 

み込み、優しく押 

す、前向きお仕事 

小説。 

『31cm ヘアドネーションの今を伝
え、未来につなぐ』【３１ｃｍ】ﾍｱﾄﾞﾈ-ｼｮﾝ 

  をするために最低限必 
要な髪の長さ。 

【ヘアドネーション】
切った髪を寄付するこ
と。寄付された髪の毛

から作ったウィックを
何らかの事情で髪に悩
みを持つ子どもたちに

無償で提供する活動の
こと。 

『ゼロからつくる科学文明』 
ライアン・ノース/著 

         タイムトラベラーのた
めのサバイバルガイド 

私たちは紀元前ＸＸＸＸ 
ＸＸ年にいて、タイムマ 

シンＦＣ３０００は、完 
全に故障してしまいまし 
た。でも、肩を落とすこ 

とはありません！必要な
ものは、このガイドに全て載っています。 

『アリエナイ理科ノ大事典』 
文科省絶対

不認可教科書 
現実はフィクショ

ンを凌駕する！ＳＮ

Ｓ映えから世界征服

まで幅広く欲望に応

える、武闘派理科集

団・薬理凶室による

狂乱の暗黒科学大実

験。絶対保存版。 

『ガールズ・ビー・アンビシャス』 
一歩踏み出したいあなたへ贈る 

２１のコトバ 
マララ・ユスフザイ、 

周庭（アグネス・チョウ）、 

ヒラリー・クリントン, 

グレタ・トゥーンベリ 

宇宙飛行士の山崎直子な

ど、国内外で活躍する女性

たちによる心に響く演説や  

式辞を集めたスピーチ集。 

『少年のための少年法入門』 
「人を殺してしまったら、 
僕は死刑になりますか？」 

「うそをついたら 
犯罪ですか？」 

僕たちの法律を、僕たちは 

知らなければならない。 
法律は一人ひとりを大切 
に守るためのルール刑罰 

の内容や裁判の手続きも 
法律に定められている。 

『スモールワールズ』 
一穂 ミチ/著夫婦円満を装う主 

婦と家庭に恵ま 
れない少年。「秘 
密」を抱えて出戻 
ってきた姉とふ 
たたび暮らす高 
校生の弟。向き合 
うことができな 
かった父と子。 
愛おしい喜怒哀楽を

描く６つの物語。             

『夢をかなえるゾウ ０』 

水野敬也/著 
えっ！？自分、「夢」が 
ないやて？ほな「夢の 
見つけ方」教えたろか。 
平凡な会社員を「宇宙 
一の偉人に育てる」と 
宣言したガネーシャ。
新キャラ・バクとガネ
ーシャの父・シヴァ神
も登場する。「夢は必要
か？」を解き明かす。 

『最近、地球が暑くてクマってます』 
水野敬也/著 

シロクマが教えて
くれた温暖化時代
を幸せに生き抜く
方法。 
「あの～、言いづらい

んですけど、レジ袋有料

化じゃ温室効果ガス、全

然減らないんですよ」 

『小説異世界居酒屋「げん」』 

蝉川 夏哉/著  
居酒屋「げん」は、
ある日突然、異世
界に繋がってしま
う。店主の葦村草
平は、娘のひなた
と、その恋人：正
太郎と共に、異世
界で店を開くこと
になる。異世界グ

ルメファンタジー！                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

『ｉｎｖｅｒｔ 城塚翡翠倒叙集』 
相沢沙呼/著 

心に傷を負った霊能 
力を持つ少女・翡翠。 
続編の執筆は不可能 
と言われた、五冠獲 
得ミステリ『ｍｅｄ 
ｉｕｍ 霊媒探偵城 
塚翡翠』の続編決定 

『1日 1話、読めば心が熱くなる 365人の生き方の教科書』 

『宇宙を仕事にしよう！』 村沢 譲/著 河出書房新社 

『英語対話で読む現代ニュース・時事問題』成瀬光弘/著実業之日本社 

『英語対話で読む動物図鑑』飯野 宏/著 実業之日本社 

『気持ちを表すことばの辞典』飯間 浩明/監修 ナツメ社  
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