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令和 4年（2022年）   1月号 

吹田市立山田中学校   ＮＯ．８ 

『ダレン・シャン-奇怪なサーカス-』 

ダレン・シャン 933 

ダレン・シャン少年は奇怪な  

サーカスのチケットを偶然手に

入れた。そのサーカスを見にいっ

た夜から、彼は数奇な運命を背

負ってしまう。親友の命を救う

ため、彼が正体不明のバンパイ

アと取り引きした事とは…。 

『中学 3年間の英文法を 

10時間で復習する本』 

稲田一 835 

「中 学 英 語 」を整理 し

直し、使える英語にする

ための本 。英語をすっか

り忘れてしまった人でも、

図式を使って視覚的に理

解できるように解説。 

中学英語を復習したい人

におすすめの一冊。  

900 文学 950 フランス文学 

910 日本文学 960 スペイン文学 

920 中国文学・東洋文学 970 イタリア文学 

930 英米文学 980 ロシア文学 

940 ドイツ文学 990 その他諸国文学 

 

800 言語 850 フランス語 

810 日本語 860 スペイン語 

820 中国語・東洋諸語 870 イタリア語 

830 英語 880 ロシア語 

840 ドイツ語 890 その他諸国語 

 

９「文学」 

 

新しい年になりました。今年も皆様にとって実りある良い一年になりますように☆ 

そして、素敵な本との出会いがありますように。本年もよろしくお願いいたします。 

冬休み、新しい本に出会えた人はいますか？あなたのおすすめの本や好きな本のことを

教えてくださいね😊♪今年もたくさんの図書室のご利用、お待ちしています！ 

 

今月は「８言語」「９文学」の分野の本の紹介をします。 

 

『宇宙（そら）を駆けるよだか』  百瀬しのぶ 

913   可愛くて明るく素直な性格のあゆ

みは幼なじみの公史郎から告白され、恋人

同士になる。だが、初デートに向かう途中、

学校でいちばん地味な容姿の然子と体が

入れかわってしまい…。同名漫画小説版。 

『ミッキーマウスの憂鬱ふたたび』 松岡圭祐 

東京ディズニーランドで清掃のアル

バイトをしている環奈はある日、テーマ

パークの顔として活躍するアンバサダー

になれることを知り、挑戦を決意。  

巨大テーマパークの知られざるバックス

テージを舞台に描かれる青春小説 。

913  

『自分のミライの見つけ方』 児美川孝一郎  

フツーを疑おう、「やりたいこと」の呪縛を解き

放とう、働くことのイメージを豊かにしよう! 

 これまでの常識が通用しない未来を生きる若い

世代に向けて、まったく新しいキャリアデザイン

のヒントを示す。159 

『変な家』 雨穴 913 

謎の空間、二重の扉、窓のない子供部屋、こ

の家、何かがおかしい-。知人が購入を検討し

ている都内の中古一軒家には「謎の空間」が存

在していた。不可解な間取りの真相とは…。

YouTubeで人気の不動産ミステリー。 

『図解でわかる 14歳からの 

脱炭素社会』 インフォビジュア

ル研究所 451 

CO2 を排出し、いつか採り

尽くされてしまう化石エネルギ

ーから、持続可能な再生可能エ

ネルギーへ-。次世代が生きる

「脱炭素社会」の新常識をわか

りやすく解説。 

 

『フランス人は 10着しか服を持たない②』 

ジェニファー・L.スコット 590 

ベストセラーになった前作の続編。お気に

入りの飲み物はゆっくり味わう。出かけな

い日でも身ぎれいに。フランス貴族の家に

ホームステイした著者がパリで学んだ日常

の家事を楽しくこなすコツやエレガントな

暮らし方を紹介。  

 

『リボン』 小川糸 913 

少女のてのひらの上で生まれた

一羽のオカメインコ。黄色い小さな

鳥は羽ばたきとともに人々を結び

つけていく…。懸命に生きる人々と

一羽の鳥の物語。  

『人生を変える断捨離』 やましたひでこ 159 

断捨離という言葉を聞いたことのある人も

多いのではないでしょうか。断捨離とは、「出

す」「入れる」を繰り返しながらモノや空間、自

分自身を洗練させ、今を自分らしく生きるた

めに必要な新陳代謝を行うこと。なぜ断捨離

が人生を変えるのか、具体的に何をどうすれ

ばいいのかなどを解説。  

モノと自分。今一度、向き合って 

考えてみませんか？ 

『百瀬、こっちを向いて。』 中田永一 

 ９１３  高校生のとき、僕と百瀬

は噓の恋愛関係をむすんだ。 

宮崎先輩、神林先輩、百瀬と僕。  

ほおずきの花言葉は偽り、ごまか

し。僕たち四人の中で一番、演技

が上手だったのはだれだろう…。 

 

 

 

 

新着本の紹介 

（裏面に続く） 



図書室開室時間：月・火・木・金曜日 １２：５５～１３：２０ 

 

山中でよく借りられている本 

『七姫物語東和国秘抄〜四季姫語り、言

紡ぎの空〜』 高野和 913 

 テン・フオウ将軍とその軍師トエル・タウ。

桁違いの噓つきで素姓も知れない 2 人の

若者に担がれ、国家統一を目指す都市の

姫となったカラスミ。2 人の側にいられる

ことでカラスミは幸せだったが…。 

『雲を紡ぐ』 伊吹有喜 913 

壊れかけた家族は、もう一度、ひとつ

になれるのか? 羊毛を手仕事で染

め、紡ぎ、織りあげられた「時を越え

る布」ホームスパンをめぐる、親子三

代の心の糸の物語。 

『准教授・高槻彰良の推察①』 澤村 御影 

 噓を聞き分ける耳を持つ大学生・深町

尚哉は、幼い頃に迷い込んだ不思議な祭

りのレポートがきっかけで怪事件を収集

する民俗学の准教授・高槻に気に入られ

助手をすることに。高槻もまた、過去に奇

怪な体験をしていて-。 913 

 

『天国はまだ遠く』 瀬尾まいこ 913 

 誰も私を知らない遠い場所へ-。 

生きることに疲れた千鶴が辿り着

いたのは山奥の民宿。そこで思い

がけずたくさんの素敵なものに出

逢って…。癒しと再生の物語。 

『ショートフィルムズ』ブックショート編 913 

 5 分程度の時間で読めて、人生の 1 シーン

を描いた映画を観たような読後感が味わえ

るアンソロジー。「永遠記念日」「お母さんの

ワンピース」など全 25 編を収録。 

 

『勿忘草の咲く町で』夏川草介 913 

美琴は勤めて 3年目の看護師。勤務する病院には高齢の

患者が多い。 特に内科病棟は半ば高齢者の介護施設のよ

うな状態。その内科へ研修医・桂正太郎がやってきた。どこ

かつかみどころがないその研修医は、しかし患者に対して

真摯に向き合い、不慣れながらも懸命に診療をこなす。患

者の数だけある生と死の在り方に悩みながらも、まっすぐ

に歩みを進める 2 人。きれいごとでは済まされない、高齢

者医療の現実を描き出した感動の医療小説! 

 本のタイトル 著者  本のタイトル 著者  本のタイトル 著者  本のタイトル 著者 

１位 意味が分かると怖い話 藤白圭 ４位 ハイキュー！！ショーセツバン！ 古館春一 ６位 うちの３姉妹 松本ぷりっつ ７位 呪術廻戦 芥見下々 

２位 意味が分かると震える話 藤白圭  ５分後に意外な結末 桃戸ハル  この本を盗む者は 深緑野分  オルタネート 加藤シゲアキ 

３位 5分後に恋の魔法が解けるまで 真波蒼  ５分後に涙のラスト エブリスタ  小説映画聲の形 大今良時  星座シリーズ 石井ゆかり 

 54字の物語 氏田雄介 ５位 １２星座小説集 群像  悪ノ娘 悪ノＰ  昔話法廷 NHK Eテレ 

 パズル 山田悠介  新謎解きはディナーのあとで 東川篤哉 ７位 余命１０年 小坂流加  １５才までに語彙をあと１０００増やす本 アーバン出版局 

４位 ONEPIECE最強でサイコーの名言集 尾田栄一郎  ５分後に戦慄のラスト エブリスタ  マンガキャラの服装資料集 アミューズメントメディア総合学院  仮面病棟 知念実希人 

 ５分後に意外な結末 ex 桃戸ハル  ５分間で心にしみるストーリー エブリスタ  新型ウィルスのサバイバル ゴムドリ co．  ５分後に絆のラスト エブリスタ 

 ５分後に後味の悪いラスト エブリスタ  本の怪談シリーズ 緑川聖司  怪談５分間の恐怖シリーズ 中村まさみ    

 推し、燃ゆ 宇佐見りん ６位 ５分後に思わず涙。 桃戸ハル  「悩み部」の平和と、その限界。 麻希一樹    

 ５分後に恋の結末 橘つばさ  ３分間ミステリー 黒史郎  一番くわしいパワーストーンの教科書 天晶礼乃    

 

『アンと青春』 坂木司 913 

未来に迷う女子にも、夢に

押し潰されそうな男子にも、和

菓子はそっと寄り添います。 

ある日、アンちゃんの手元に

謎めいた和菓子が残され…。 

「和菓子のアン」続編。 

読んだことのある本はありましたか？ 

興味を持った本が見つかった人は 

是非、図書室に借りに来てね♪ 

『マンガ 渋沢栄一に学ぶ一生モノのお金の超知識』 

渋沢健監修 335 

2024年の新一万円札の顔になる渋沢栄一。 

ヨーロッパの「株式会社」の理念を日本にもたらし、「日

本資本主義の父」と呼ばれる栄一が心の拠りどころに

していた『論語』。『論語』を規範に栄一の歩んだ人生を

名言とともにたどってみよう。生き方・働き方を後押し

してくれること間違いなしの一冊。 

 

図書室からのお願い ＊＊冬休み中に借りた本をまだ持っている人は、至急、図書室まで返却しに来てください＊＊ 


