
 

次第に春らしい暖かい日が多くなってきました。 

最近は閉館時間になっても空が明るかったり、花粉症 

に悩まされたりと、色々なところで春の訪れを感じます。 

今年度もあと少し。気になっていた本、読もうと思って 

いたけどまだ読めていない本はありませんか？春休み前の 

特別貸出期間が狙い目です！ 

 
 

 

『真田十勇士（全 7 巻）』（松尾清貴/著 理論社 2015～2017 年） 
 

この本の主役は真田幸村と、幸村に仕える十人の勇士たち。 

この本のすごいところは、史実をねじまげず、忍術や仙術など 

のファンタジー要素を足していったところだと思います。一癖も 

二癖もあるキャラクターたちが登場する上、キャラクターどうし 

が対比で描かれる構造はみごとです。さらに、「天下」について 

の独特の解釈も面白い。興味のある人はぜひ、手に取って読んで 

みてはどうでしょう。 
 

本の 読後感のすごさ … ★★★★★ 

 

 

『３色だけでセンスのいい色 PART1』        

（ingectar‐e/著 インプレス 2020 年） 
 

配色アイデアが迷わず決められる本です。色々なもののデザイ 

ンをするときに役立ちます。色の雰囲気に沿って目次が作られて 

いるので、見やすくて便利です。ぜひ、どうぞ！ 
 

本の カラフル度 … ★★★★★ 

 

『きみの友だち』（重松清/著 新潮社 2008 年） 
 

様々な登場人物の立場に立ってこの本を読むことで、人との 

関わり方の大切さを考えさせられました。主人公が変わっていく 

場面がとても見どころです。 
 

本の 感動度 … ★★★☆☆ 

返却期限：4 月 10 日（月）始業式 

貸出冊数：10 冊まで 

※春休み中は図書館を休館します。本の返却は、図書館の前に出して

ある返却 BOXにお願いします。 
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【島根に関する本】 
093.5『島根県統計書 令和二年』 

島根県政策企画局統計調査課 

099.3『ヘルンとセツ』 

田渕久美子/著 NHK 出版 

【進路に関する本】 
327.1『司法書士の仕事と働き方がイ

チからわかる本』戸谷満/監修 すばる舎 

538『航空宇宙エンジニアになるに

は』    小熊みどり/著 ぺりかん社 

813.7『朝日キーワード 2024』 

朝日新聞出版 

【図書館】 
015『調べ物に役立つ図書館のデータベ

ース』    小曽川真貴/著 勉誠出版 

015.2『図書館にまいこんだこどもの大

質問』 

こどもの大質問編集部/編 青春出版社 

【哲学】 
✿130『「事実性」の哲学』 

宮坂和男/著 晃洋書房 

【生き方・考え方】 
159.6『自分サイズでいこう』 

hara/著 KADOKAWA 
【歴史】 
210.0『目でみる日本史』 

岡部敬史/文 東京書籍 

230『一冊でわかる東欧史』 

関眞興/著 河出書房新社 

238.6『中学生から知りたいウクライナ

のこと』     小山哲/著 ミシマ社 

 

【社会】 
312.9『13 歳からの地政学』 

田中孝幸/著 東洋経済新報社 

✿336.4『１分で話せ ２超実践編』 

伊藤羊一/著 SB クリエイティブ  

361.9『全 47 都道府県幸福度ランキ

ング 2022 年版』 

寺島実郎/監修 日総研グループ 

367.9『ラジオ保健室』   

NHK「ラジオ保健室」政策班/著 

リトルモア 

369.2『学校では教えてくれない生活保

護』    雨宮処凜/著 河出書房新社 

378.2『すぐに引ける手話ハンドブック』   

モンキー高野/著 ナツメ社 

【生物】 

481.7『先生、ヒキガエルが目移りして

ダンゴムシを食べられません！』 

小林朋道/著 築地書館 

486.1『ダマして生きのびる虫の擬態』 

海野和男/写真と文 草思社 

【医学】 
495.6『Baby shower』 

夫律子/著 幻冬舎ﾒﾃﾞｨｱｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 

★出生前診断で赤ちゃんの命と向き合って

きた家族のエピソードを紹介。 

498.3『３分読むだけでグッスリ眠れる

本』   弥永英晃/著 秀和システム 

498.3『10 代のためのココロとカラダ

の整え方』 

吉田誠司/監修 ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾝﾂ 

【建築】 
520『建築ってなんだ？』 

中山繁信ほか/共著 オーム社 

【機械・電気】 
537『徹底カラー図解新世代の自動車の

しくみ』  野崎博路/監修 マイナビ出版 

547.4『10 代と考える「スマホ」』 

竹内和雄/著 岩波書店 

【食糧問題】 
611.3『北欧でみつけたサステイナブル

な暮らし方』   井出留美/著 青土社 

611.3『食べものが足りない！』 

井出留美/著 旬報社 

【芸術・スポーツ・娯楽】 
E『ふまんがあります』 

ヨシタケシンスケ/作・絵 PHP 研究所 
748『MINIATURE LIFE at HOME』 

田中達也/写真・編集・デザイン 水曜社 

780.1『自分の最高を引き出す考え方』 

布施努/著 日本能率協会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ 
798『自分だけのボードゲームを作ろう』 

Jesse Terrance Daniels/著 

オライリー・ジャパン 

【言葉】 
816.6『手紙の文例・マナー新事典』 

中川越/監修 朝日新聞出版 

837.8『推し活英語』 

劇団雌猫/監修 学研プラス 

【日本文学】 
910.2『作家たちの 17 歳』 

千葉俊二/著 岩波書店 
913.6『月の立つ林で』 

青山美智子/著 ポプラ社 

913.6『光のとこにいてね』 

一穂ミチ/著 文藝春秋 

913.6『この世の喜びよ』 

井戸川射子/著 講談社 

913.6『地図と拳』小川哲/著 集英社 

913.6『君のクイズ』 

小川哲/著 朝日新聞出版 

913.6『名探偵のままでいて』 

小西マサテル/著 宝島社 

913.6『爆弾』呉勝浩/著 講談社 

913.6『荒地の家族』佐藤厚志/著 新潮社 

913.6『臆病な僕らは今日も震えながら』 

汐見夏衛/著 実業之日本社 

913.6『方舟』夕木春央/著 講談社 

913.6『川のほとりに立つ者は』 

寺地はるな/著 双葉社 

913.6『両手にトカレフ』 

ブレイディみかこ/著 ポプラ社 

913.6『宙ごはん』町田そのこ/著 小学館 

【外国文学】 
933『グレイス・イヤー』 

キム・リゲット/著 早川書房 

933『幸せな王子』 

オスカー・ワイルド/作 理論社 

【参考図書】※館内閲覧のみ 
350.9『データブックオブ・ザ・ワール

ド Vol.35』        二宮書店 
 

 

❆シリーズ続編入りました❆ 
 

726.1『スキップとローファー ８』 

高松美咲/著 講談社 

726.1『リエゾン １１』 

 ヨンチャン/原作・漫画 講談社 

726.1『ニセコイ 13～15』 

 古味直志/著 集英社 

913.6『青春ブタ野郎はマイスチュー

デントの夢を見ない（12 巻）』 

 鴨志田一/著 KADOKAWA 
 

 

 
 

╂図書委員会で選書した本╂ 
 

798『動画で完全マスター！けん玉テ

クニック』 

ず～まだんけ/監修 ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾝﾂ 

910.2『リンボウ先生のなるほど古典

はおもしろい』   林望/著 理論社 

910.2『文豪きょうは何の日？』 

立東舎 

913.6『火狩りの王 １～３』 

日向理恵子/著 KADOKAWA 

913.6『彼女。』 

相沢沙呼ほか/著 実業之日本社 
  

数字：本の背ラベルにある分類番号 

✿：寄贈していただいた本 


