
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今号の内容は・・・ 

★表紙の 1冊  ★司書のオススメ  ★新しく入った本  デス 

 

表紙の１冊 

読書感想部を立ち上げます！ 

『スガリさんの感想文はいつだって斜め上①②』 

平田駒/著 河出書房新社 913.6/ﾋﾗ   
 

鶴
つる

羽
ばね

学園高等部の家庭科担当教師直山
なおやま

杏
きょう

介
すけ

は、顧問をして

いた手芸部が廃部となり、教頭から別の部の顧問になるよう

言われていた。スポーツが苦手で裁縫や料理が好きな杏介

が顧問をできそうな部活がないと困っていたら、「スガリ」の愛

称で呼ばれている二年生の須賀
す が

田
た

綴
つづり

から「読書感想部を立ち

上げるので、顧問になってください。」と頼まれる。読書感想部

は同じ本を読んで、読書感想文を書き、互いの感想を共有す

る活動をする部活であると説明され、渡されたのは夏目漱石

の『こころ』の読書感想文だった。杏介は、その感想文が予想

の斜め上の内容で驚くこととなる。 

◆「読書感想文」と聞くと「夏休みの宿題」と連想しますが、スガ

リさんの言う読書感想文は課題とは違います。感想文を通して

個性や考え方の違いを共有して、自分がどんな考えを持って

いるか伝えるものなのです。もしも、文字数が自由であるな

ら読書感想部に入ってみたいです。好きな作品がもっと好き

になって楽しいはず！（よ） 

 

 

 

 

野洲図書館のホーム

ページはこちら→→

→ 

2020.2 Vol.89 
 

発行：野洲図書館 

（野洲市辻町４１０番地） 
tel 077-586-0218 fax 077-587-5976 

https://www.lics-saas.nexs-service.jp/yasu/ 

野洲図書館のホームページから「ＹＡのページ」が見ら 

れます。司書のつぶやきなど更新中。あそびにきてね♪ 

1巻目はこちら！『こころ』のほかに新美南吉の『てぶくろをかいに』

が出てきます。 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

『星くずクライミング』 

樫崎茜/著 くもん出版 913/ｶｼ 

 

中学 1年生のあかりは、小学校４年生からスポーツクライミングを始めて、腕を上げ

ていたが、ケガで練習を休むはめになってしまう。長く休むほど、復帰がしづらくな

ってきたあかり。そんなとき、通っていたスポーツジムで「ブラインドクライミング」

のイベントに誘われ、なかば強引に参加させられることになる。それは、目の見えな

いクライマーが、ナビゲーターの指示を頼りにクライミングを行う競技だった。ペア

になったのは、昴
すばる

という同い年くらいの少年で――。 

◆なんちゅう生意気なガキだと思った昴。こいつ嫌な奴～！と言いたくなるボラン

ティアの池内さん。でも、目の見えない当事者と支援者である２人がそういった態

度を取ってしまうのは、無理解で不寛容な社会とたたかってきたからなのだろうな

と感じました。例えば、街のスポーツジムの経営者や、通りすがりの大学生カップル

の言動。「自分もこんなことしたり思ったりしてしまってないかな…？」とかえりみま

した。クライミングのホールド（手でつかんだり足の置き場にしたりする石）を星に見

立てて、星座を描いていく二人。いろんな壁を乗り越えていってほしいです。（ざ） 

 

『美少年蜥蜴
と か げ

 光編 影編』 

西尾維新/著 講談社 B913.6/ﾆｼ 

 

瞳
ど う

島
じ ま

眉
ま ゆ

美
み

は「美観のマユミ」として美少年探偵団の一員となって活躍し、幾度も事件

を解決してきた。ある日突然、学園に異変が起こる。美少年探偵団の他のメンバー、

美脚のヒョータ、美術のソーサク、美声のナガヒロ、美食のミチル、美少年探偵団リ

ーダー美学のマナブ、5人が行方不明になっていた。根城にしていた美術室の持ち

込み品もなく、学園生徒に行方不明になったメンバーのことを聞いても最初からい

なかったような反応なのである。探偵団と対立していた胎教委員会の仕業だと疑

い、眉美は調査を始める。美少年探偵団最後の事件がいま幕を上げる！ 

◆シリーズの完結はいつも寂しさと嬉しさが同居しま

す。不良君の風刺とか先輩君の語りとか、もう新しい

のが読めなくなるのかと思うとやっぱり寂しい。しかし、

星を見上げてばかりの女の子だった眉美が美少年た

ちに負けず劣らずの個性を発揮し、成長していく様は

大人にない美しさがあります。元ネタである江戸川

乱歩の少年探偵団を読むとさらに面白い！しかもア

ニメ化も決定しています！！（よ） 

 

ＹＡ担当司書からのオススメです♪o(*ﾟ∀ﾟ*)o 

 

 

 

 



『卒業タイムリミット』  

辻堂ゆめ/著 双葉社 913.6/ﾂｼ 

 

高校３年生の黒川が通う学校で、人気女性教師が誘拐された。ネットにあげられ

たのは、「７２時間後に始末する」という予告動画。そして黒川含め４人の生徒の

もとに「誘拐の謎を解け。真相は君たちにしか分からない」と犯人から挑戦状が

届く。だが、４人はお互い顔見知り程度で共通点もない。挑戦状により、思いが

けず仲間となった彼らに謎は解けるのか――。 

◆高校生の自分に人の命が託される、なんて想像もつきません。なかなか解決

への糸口がつかめず時間だけが過ぎてゆく焦燥感と緊張感で、読んでいる間中

ハラハラドキドキでした。最後にこれまでの伏線が見事に回収され、４人の抱え

ていたものと予想外な真相が明らかになり、すっきりと同時に心にぐっとくるもの

があり、ほろりとした気持ちになりました。（あ） 

 

『本を愛した彼女と、彼女の本の物語』 

上野遊/著 KADOKAWA(メディアワークス文庫) B913/ｳｴ 

 

「僕は本だ。」――。『ホテル・カロン』という名前の 1冊の文庫本。本は自分を「僕」

と認識していた。その本が、入院中で無気力な少女・銀河の手に渡ったとき、物語

は始まる。高校でなじめない銀河に親友と出会わせたのも、運命の人と出会わせ

たのも、このたった 1冊の本があったから。銀河に恋をしながらも、本であるゆえ

に何もできないと思っていた「本」。しかし、本当は――。「本」が「本」の視点で映

し出した、一人の少女のかけがえのない日々。 

◆本であることを忘れるくらい、優しく紳士的な目で銀河を見守る「本」くん。銀河

に手を出す不埒な奴は許さない。銀河が困るようなことは読者にも言いふらさな

い！なんとよくできた本でしょう。いっそのこと銀河とくっつかないかないかなと

思うくらい、本から銀河への強い思いが伝わってきます。しかし、この物語は本く

んが「本」であったからこそ生まれた物語。用意された最後のセリフ、クライマック

スのなんと秀逸なことか。ボロボロ泣いてしまいました……！(´;ω;｀)（ざ） 

 

『ぼくのまつり縫い』 

神戸遙真/著 偕成社 913/ｺｳ 

 

ケガでサッカー部を休部中の針宮優人。クラスメイトの糸井さんに誰にも秘密に

していた手芸好きを知られてしまい、強引に被服部を手伝わされることになってし

まう。本当は手芸が大好きなのに、一方でそれをはずかしいと思う自分がいて、

友達にもなかなか言えない。かくれ手芸男子が自分の気持ちに向きあっていく成

長のストーリー。 

◆優人の「人にどう思われるのか気になる、でも自分にも友達にも正直でいた

い」、その気持ちとってもよく分かります。手芸屋さんのゴスロリ定員モモちゃんが、

「好きだからこういう恰好をしている、周りなんかどうでもいい、みんなに理解し

てもらうなんてムリ」と堂々としているのがとってもかっこいい！自分を大切にす

ることで、人も大切にできるのかもしれないと思いました。（あ） 



 

 

↓あたらしくはいったほん（の、ほんの一部）です↓ 

タイトル 著者 出版社 

戦場の秘密図書館 マイク・トムソン 文溪堂 

泣いたあとは、新しい靴をはこう。 日本ペンクラブ ポプラ社 

主人公はきみだ 中山 千夏 出版ワークス 

ボランティアをやりたい!  さだ まさし 岩波書店 

がっかりなファンタジーせいぶつ事典 緒方 裕梨 新紀元社 

いのちを救う災害時医療 森村 尚登 河出書房新社 

講談師・浪曲師になるには 小泉 博明 ぺりかん社 

ダンス部ノート 石原 久佳 ベストセラーズ 

英語、苦手かも…?と思ったときに読む本 デイビッド・セイン 河出書房新社 

恋って何ですか?  河出書房新社 

俳句を楽しむ 佐藤 郁良 岩波書店 

X-01 3 あさの あつこ 講談社 

意味が分かると慄く話 藤白 圭 河出書房新社 

女王と海賊の披露宴 茅田 砂胡 中央公論新社 

鬼滅の刃 1・2 吾峠 呼世晴 集英社 

私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い! 谷川 ニコ KADOKAWA 

地底アパートと幻の地底王国 蒼月 海里 ポプラ社 

キミの忘れかたを教えて 2 あまさき みりと KADOKAWA 

本と踊れば恋をする 石川 智健 KADOKAWA 

通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか? 10 井中 だちま KADOKAWA 

櫻子さんの足下には死体が埋まっている 15 太田 紫織 KADOKAWA 

ソードアート・オンライン 23 川原礫 KADOKAWA 

ヒロイン育成計画 HoneyWorks KADOKAWA 

暁花薬殿物語 第 3巻 佐々木 禎子 KADOKAWA 

弱小ソシャゲ部の僕らが神ゲーを作るまで 1 紙木 織々 オーバーラップ 

灰と幻想のグリムガル level.15 十文字 青 オーバーラップ 

キンダーガーテン・アーミー 蘇之 一行 KADOKAWA 

僕を遺していく残酷な君と、君を忘れられない僕と 竹井 10日 LINE  

Re:ゼロから始める異世界生活 Ex4 長月 達平 KADOKAWA 

狼と香辛料 22 支倉 凍砂 KADOKAWA 

小戸森さんは魔法で僕をしもべにしたがる 藤井 論理 新紀元社 

銀龍蓮華録 増田 みりん KADOKAWA 

藤倉君のニセ彼女 村田 天 一二三書房 

メイデーア転生物語 1 友麻 碧 KADOKAWA 

まじなう柱に忍び侘べ 結城 光流 KADOKAWA 

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 14 渡 航 小学館 

コップってなんだっけ? 佐藤 オオキ ダイヤモンド社 

 編集後記：◆２０２０年になり、オリンピックな空気がニュースやネットから流れてきます。この空気に触発されて、運動を生活に
取り入れようと四苦八苦しています。とりあえず３０分の運動から始めています。暖冬なので夜も運動しやすいですね。（よ） 

◆「#（ハッシュタグ）でバレるあなたの年齢」なるトレンドに乗っかってみました。面白かった時は「#lol」！仲良しの友達との写真

には「#bff」！中高生のみんなは余裕でわかる？（「Laugh Out Loud」、「Best Friend Forever」の略なのですねー    ）（ざ） 


