
好きな本のジャンルを見つけよう！
鈴木容子  教諭（理科）

『 バッタを倒しにアフリカへ』 

前野ウルド浩太郎 著　光文社（2017年） 

請求記号：486/M 

配架場所：名女の素100のレシピコーナー

『 鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。』 

川上和人 著　新潮社（2020年） 

請求記号：4/K 

配架場所：名女の素100のレシピコーナー

No.102
“
推 し 本 ”を 持

と う！

●令和４年（2022）年７月20日●名古屋女子大学中学校・高等学校図書館●
https://lib.meijodai.ed.jp

　私はもともとそんなに本をたくさん読む方ではありません。読むのが他の人より遅いというのが１つの理由かも

しれません。でも決して読書が嫌いという訳ではありません。もしゆっくり時間が出来たら読みたいなと思ってい

る本が実は何冊も家の机の上には積んであります。私の中で、読書は誰にも邪魔されない自分だけの贅沢な時間な

のです。めったにとれないその贅沢な時間に読みたい本は、やっぱり自分が興味のあるジャンル、面白そうだなと

思う本です。

　皆さんはどんなジャンルの本が好きですか。私は、歴史小説や文学といった物語のジャンルの本ではなく、好

きな動物についての本だったり、自然科学、いわゆるサイエンステクノロジーのジャンルの本だったりが気になり

ます。特にサイエンスに興味のない人にもお勧めしたいのは『バッタを倒しにアフリカへ』や『鳥類学者だからっ

て、鳥が好きだと思うなよ。』などです。バッタや鳥などの研究者が自分の研究活動の内容について書いたエッセ

イのような本です。研究内容というと難しそうに聞こえますが、冒険日記のようでとても面白く、読みやすい文体

でフィールドワークの大切さや研究の進め方もよく分かり、笑いながら勉強になる本だと思います。

　紹介した２冊の本は、図書館の名女の素100のレシピコーナーにあります。図書館ニュースや図書館の本の紹

介コーナーで紹介されている本を手に取って読んでみるのも好きなジャンル探しに役立ちます。好きなジャンルが

広がれば、自分の本の世界が広がります。読書好きな人は勿論、別にそうでもない人も一度、好きな本のジャンル

を探してみてください。
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　図書館 HP上にある「名女の素100のレシピ」の表紙のアイ
コンをクリックすると PDF で冊子の中を見ることができます。�
家庭の PCやタブレット、スマートフォンからもアクセス可能です！

　図書館には、ためたスタンプの数に応じて図書館オリジナルの
読書グッズがもらえる「読書スタンプカード」があります。「名女
の素100のレシピ」掲載の本を読んだり、読書ノートに記入した
感想を図書館職員に見せたりするとスタンプが効率的にためられ
ますよ！

図書館HPホームページ をチェック！��https://lib.meijodai.ed.jp

オリジナル読書グッズがもらえる「読書スタンプカード」

　巻末の「読書ノート」に読書の記
録を付けていきましょう。読書の記
録は、こころの成長の記録にもなり
ます。数年後、振り返ってみたとき、
きっと自分の成長を感じ取ることが
できるに違いありません！�学校の
図書館で借りた本だけでなく、購入
した本や友だちから借りた本などの
記録もしてくださいね！

2 図書館ニュースNo.102

読書ノートを活用しよう！

　本年度、本校オリジナルのブックリスト＆読書ノート「名女の素
100のレシピ」が改訂されました。ブックリストには、本校の先
生方の “推し本” が『読書用』『教科別』のふたつのカテゴリーに
分けて紹介されています。また、『中学生におすすめ』『高校生にお
すすめ』『中高生どちらにもおすすめ』というレベルの目安も付け
られていますので、学年に合った本を選びやすくなっています。図
書館には、ブックリストに掲載された本を集めた「名女の素100
のレシピ」コーナーがあります。ぜひ、見に来てくださいね。

　みなさんは、人にすすめたいくらいお気に入りの “推し本”
を持っていますか？�もしも、まだそういう本に出会ってい
ないなら、図書館で見つけてみませんか？�図書館には、先
生や図書委員・図書当番の “推し本” がたくさん揃っていま
す。その中から自分の “推し本” に出会えるかもしれません
よ！�すでに “推し本” を何冊も持っているという人も新た
な “推し本” 探しをしてみてはいかがでしょう！
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技術家庭科�荒井あゆみ先生
だいじょうぶ だいじょうぶ
　「だいじょうぶ」の言葉に
は不安を包み込む不思議な強
さがあります。心が落ち着く
一冊です。 
いとうひろし�作・絵
講談社／1995年

理科�山岸道孝先生
旅をする木　
　写真家の星野道夫氏のアラス
カでの生活をつづったエッセ
イ。大自然の美しさ、厳しさな
どリアルに感じられる一冊。
星野道夫�著
文藝春秋／1999年

社会科�小林航一先生
ミライの授業
人類の未来を創った勇者の物語
でひも解く人生論。「14歳の君
へ」とあるが、年齢問わず役に
立つ。ナイティンゲールの章は
必見！
瀧本哲史�著
講談社／2016年
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国語科�野田みどり先生
源氏物語解剖図鑑
　犬の光源氏がかわいいです。
源氏物語全巻についてはもちろ
ん、当時の生活についても詳し
く説明されてます。
佐藤晃子�文�
伊藤ハムスター�イラスト
エクスナレッジ／2021年

芸術科�高山嬉加先生
音楽家の名言
　音楽家たちの名言が紹介さ
れています。心惹かれる言葉が
見つかるかも？ 
檜山乃武�編著
ヤマハミュージックエンタテインメント
ホールディングス
2019年
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国語科�篠原久美子先生�&�英語科�北畠愛先生
13 歳からのアート思考
　自分の答えを出す勇気を与
えてくれます。（篠原先生）
　美術館に行ったら作品をど
う見たらいいのか、悩んだこ
とがある人はいませんか？そ
んな方にお勧めしたい本です。

（北畠先生）
末永幸歩�著
ダイヤモンド社／2020年 
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保健体育科�古井里奈先生
道をひらく
　考え方・捉え方を前向きにし
てくれる一冊です。
松下幸之助�著
PHP 研究所／1968年

数学科�松井裕司先生
日常にひそむうつくしい数学
　授業で習う数学って実際どこで役に立っているの
だろうか？ その疑問の答えの一つを教えてくれる本
です。例えばハチの巣、例えば
雪の形、例えばシマウマの模様。
身の回りを見渡すと、いたるとこ
ろに数学の法則が隠されて
います。
冨島佑允�著
朝日新聞出版／2019年
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先生の
“推し本”
満載

図書館
出入口

「ワンダー」／R.J. パラシオ
ほるぶ出版	 2022.	6/1〜6/10
ひとは、見た目を気にしがちだけど、
大切なのは、こころだってことが伝わって
きた。読んでいるうちにオギーと友だち
のことを応援したくなった！

リニューアル!
�名女の素�
100のレシピ

�名女の素100のレシピの活用術

中学 中高

中高
高校

高校
国語

中高
芸術

高校
数学

中学
社会

◀教科別 読書用▶
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3図書館ニュースNo.102

図書館
出入口

　「図書委員おすすめ」コーナーは、図書委員・
図書当番の “推し本” を手作りの POPで紹介
するコーナーです。面白い本がたくさん紹介さ
れていますので、ぜひ見に来てください！�
　展示中の本も借りることができますよ。

　「図書委員選書」コーナーには、みなさんの
ために図書委員・図書当番が選んだ “推し本”
がたくさん並べられています。ここでは、令和
３年度後期の図書委員・図書当番が選んだ本を
紹介します。ぜひ、読んでみてください！

　切なくてほっこりする
話。実の家族にも本心を
言えずにいた主人公が大
きく変わっていくところ
で読んでいる人にも勇気
をもらえる。
（高校1年図書当番）

　現在コロナウイルスが
大流行していて、なおかつ
様々な場所で地震が起こって
いるので、もし自分が避難する
立場になったら安全に安心して
過ごせるように！
（高校1年図書当番）

アザラシを見て
みんなに

癒やされてほしい！
（一貫2年図書委員）

苦労があって、
満足を得ることができる
ということを考えさせられる

シーンがあります！
（高校1年図書当番）

コーナーには過去の作品を収めたファイルもありますので、先輩の “推し本”の POPも見られます！

５分後にいい気味なラスト エブリスタ�編
�河出書房新社／ 2019 年

キネマの神様　原田マハ�著
文藝春秋／ 2011 年

令和３年度後期図書委員選書

図書館
出入口

❶ ラプンツェルの法則　ウイザード・ノリリー�著
講談社／2016年　請求記号1/N

❷ いのちの車窓から　星野�源�著
KADOKAWA／2022年　請求記号9/H

❸ 君と見つけたあの日の i f 　いぬじゅん�著
PHP 研究所／2021年　請求記号9/I

❹ 頑張りすぎずに、気楽に　キム・スヒョン�著
ワニブックス／2020年　請求記号159/K

❺ 戦国武将三英傑大図鑑［全3巻］　本郷和人�監修、グラフィオ�編
金の星社／2018年　請求記号210/G/1~3

❻ 時の迷路　香川元太郎�作・絵
PHP 研究所／2005年　請求記号210/K

❼ 図説�英国メイドの日常　村上リコ�著
河出書房新社／2018年　請求記号233/M

❽ 面白いほどよくわかる！�犯罪心理学　内山絢子�監修
西東社／2015年　請求記号326/O

❾ なぜか感じがいい人のかわいい言い方　山崎拓巳�著
サンクチュアリ出版／2021年　請求記号361/Y

❿「もしも」のときに役に立つ！�防災クッキング［全３巻］　今泉マユ子�著
フレーベル館／2019年　請求記号369/I/1~3

⓫ 感染しないひなん所生活　岡田晴恵�著
フレーベル館／2020年　請求記号369/O

⓬ 東大教授が教える！�デキる大人の勉強脳の作り方　池谷裕二�監修
日本図書センター／2021年　請求記号379/T

⓭ うごかす！�めくる！�宇宙　アンヌ・ソフィ・ボマン、オリヴィエ・ラティク�作
PIE International／2017年　請求記号440/B

⓮ まるすぎるアザラシ　桑田知穂�写真
PIE International／2020年　請求記号489/K

⓯ 結局、自律神経がすべて解決してくれる　小林弘幸�著
アスコム／2021年　請求記号498/K

⓰ はじめての旬やさいレシピ�春・夏・秋・冬［全４巻］　新谷友里江�監修
ほるぷ出版／2020・2021年　請求記号596/H/1~4 

⓱ 世界のおやつ�おうちで作れるレシピ100　鈴木�文�著
PIE International／2021年　請求記号596/S

⓲ 僕はゴッホ　ジョージ・ロッダム�文
PIE International／2015年　請求記号723/R

⓳ ホットケーキできあがり！　エリック・カール�作
偕成社／2009年　請求記号726/C

⓴ ピカピカ名文　齋藤�孝�著
PIE International／2011年　請求記号910/S

㉑ あたらしいことわざ絵辞典�かんさい味　ニシワキタダシ�著
PIE International／2012年　請求記号917/N

㉒ 大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした　クルベウ�著
ダイヤモンド社／2021年　請求記号929/K

周囲の人に
いい印象を持って
もらうために！

（一貫4年図書当番）

＼ 令和３年度後期の図書委員・図書当番の“推し本”を POPで紹介します�／
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図書委員企画イベント「しりとり読書」開催

手作りのポイントカードは種類が
豊富で、どれにしようか迷いなが
ら選ぶ参加者もいました！ポスターは三種類！ 教室や掲示板に掲示しました！

世界でいちばん素敵な教室
シリーズ全32冊
三才ブックス

　標高差や複雑な地形、都市の賑わい
が一目でわかる、美しく見やすい分県
大地図帳。行政地名、自然地名、観光地
名、駅名、官公庁・企業名など約９万の
地名情報を表記し、都道府県庁所在都
市の中心市街図も収録しています。
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※�新型コロナウイルス感染症対策のため、令和１年度3月～令和２年度5月中旬まで休校・休館。5月
中旬～5月末まで分散登校・短縮開館。令和３年度9月・1月中旬～3月末まで時差登校・短縮開館。

4 図書館ニュース No.102

図書委員だより

　図書館の各コーナーにある本
はブックリストや POP で本の
紹介をおこなっています。今号
では図書館の蔵書のなかから、
先生方や、図書委員のオススメ
する “推し本” を特集しました。
紹介文を読んでみると、興味を
引かれる本があるのではないで
しょうか。同じ本を読んで本の
世界を共有し読書を拡げていく
のも愉しいものです。先ずは図
書館にある「力作」の POP を
見に来てください。きっと、み
なさんの読書の扉が開かれると
思います。

　令和３年度は新型コロナウイルスの影響で、９月・１月
中旬～3月末までの間、時差通学のため短縮開館を行
いました。放課後の利用が制限される中、昼休みの来
館者が多くみられました。また分類別の貸出では文学
が多く、以下は社会科学や言語など多岐にわたりまし
た。貸出ランキングで１位の本は中学生に、２位は中
高生ともに人気でした。

令和３年度 卒業記念寄贈品紹介
一貫１年●わたしのおすすめ絵本   家庭科
　一人１冊おすすめの絵本を紹介しました。そ
の絵本を選んだ理由とおすすめポイントがそれ
ぞれ紹介されています。図書館にある絵本や家
庭にあるお気に入
りの絵本を持って
きて課題に取り組
んでいました。図
書館入口横のガラ
ス面に掲示してい
ます。

・参加して楽しかったです。
・�自分では普段借りない本を読むきっかけになりました。
・�映画のポスターの景品という目標があったので、それを目指して頑張れました。

一貫２年●環境問題調べ   総合的な学習の時間
　環境問題について調べ、模造紙にまとめました。地球温暖化・水・
プラスチックゴミなど様々な
環境問題の中で一番興味のあ
る問題について、図書館の資
料を使って調べました。原因
や結果だけではなく持続可能
な社会に向けての提案なども
盛り込まれています。

　昨年度卒業した先輩より、卒業記念として
図書を寄贈いただきましたので、紹介します。

　イベントの企画から、告知ポスター作成、ポイン
トカードの作成、景品のポイント決めなど様々な活
動を行いました。1月までに準備を進めていたため
に、イベントを開催することができました。
　企画イベント「しりとり読書」開催中には、参加者
が本のタイトルを蔵書検索で調べたり、書棚で探し
たりする姿がみられました。また、毎日挑戦してポイ
ントカードのスタンプを全部貯めた人もいました。

● ルール ●
・�借りる本のタイトルを「しりとり」で１回つなぐご
とに１ポイントもらえます。
・�挑戦できるのは、ひとり一日２回までです。
・�次の本が「ん」で終わってしまったら違う本を探す
必要があります。
・�貯めたポイントを景品と交換することができます。

　図書館にある本の中でみなさんにおすすめしたい
本を２点 POPにして紹介しました。中には活動自
粛になってしまい、作成途中の POPを持ち帰って
完成させた委員もいました。� ☞詳しくはp.3へ

　係のなかでも希望者が多い選書係。名女のみなさ
んにぴったりな本を22点選びました！�どの本もみ
なさんに楽しんで読んでもらいたいという願いを込
めて、様々な視点で選びましたので、ぜひ読んでみ
てください。� ☞詳しくはp.3へ

展示・館内装飾係  ●

選書係  ●

広報係  ● イベント係  ●

参加者の

声

令和３年度後期の図書委員・図書当番の活動を紹介します。感染症拡大防止のため1月中旬からの活動が自粛となりましたが、
10月から1月中旬までの限られた時間の中でたくさんの活動を行いました。

世界大地図帳
梅棹忠夫 他監修 平凡社

日本分県大地図
平凡社 編 平凡社

　激動の世界を正しい地形表現、的確
な地名記載により一望する大地図帳。

「世界の行政区分」「世界各国図」「世
界主要都市図」で構成。最新データに
よる世界各国現勢、世界遺産地図も掲
載しています。

令
和
３
年
度
利
用
状
況

学習成果紹介

　夜空・浮世絵・SDGs・色・鉱物……。１冊
１テーマで様々な分野について楽しく学ぶこと
ができます。フルカラーの美しい写真が満載な
ので、見て楽しい、知って楽しいシリーズです。

貸出ランキング
順位（貸出回数） タイトル 編　著 請求記号
1位（15回）余命一年と宣告された僕が、余命半年の君と出会った話 森田碧 著 9/M
2位（12回）推し、燃ゆ 宇佐見りん 著 913/U

3位（11回）
ケーキ王子の名推理（スペシャリテ） 5
思い出とひきかえに、君を
５分後に猛毒なラスト

七月隆文 著
柴野理奈子 著
エブリスタ 編

9/N/5
9/S
913/E

景品が並ぶトラック
景品によって交換ポイ
ントが異なります。

　「新着図書案内�2021・�
2022冬号」を作成し、
６冊の本を紹介すること
ができました。新着図書
案内は校内の掲示板や教
室、図書館のＨＰで紹介
しました。

図書館の資料を使った調べ学習の成果展示を紹介します


