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結果自然成  

図書室の窓から、四方の山の見事な紅葉が見渡
せます。町中が新緑と紅葉の低山に包まれる季節の大月は、本当に美しいと
思いませんか。秋が深まって来ました。たくさんの実りを蓄えて、冬を迎え
ましょう。今年も「冬よ 僕に来い」（高村光太郎 詩「冬が来た」より。） 

 

★★★10 月の貸出冊数を報告します。 
～いつでも読めるように、いつも傍らに数冊の本を～ 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

修学旅行♪♪ 
今年の修学旅行は、『坂の上の雲』の舞台・松山や、広島、香川など。穏

やかな瀬戸内に浮かぶ小さな島々の美しさに、みなさんきっと魅了されるこ
とでしょうね。多様な地形、歴史、文化を持つ日本の姿をその目で見て、感
じて来て下さい。図書室にはガイドブックや資料がたくさん揃っています。 
 

『ANA 苦闘の 1000 日』
高尾泰朗 日経 BP （687/タ）  
「2020 年春。空港では見た

ことがない景色が広がっていた」
― コ ロ ナ 禍 で 危 機 に 瀕 し た
ANA。減便や一時帰休、さらに
は「雇用を守る」ため、社員を外
部企業へ。建設コンサル会社へ
出向したグランドスタッフは畑
違いの経験が復帰後も役立って
いると。困難を乗り越えた ANA
便が都留高生を乗せて飛ぶ。プ
ロのサービスと矜持を体感せよ。 
 

『ＡＩとカラー化した写真で 
よみがえる 戦前・戦争』 

庭田杏珠/渡邉英徳 光文社新書  
（210.7/エ） 

白黒に「凍りついて」いた世界
をAIと対話による人の手でカラ
ー化し、私たちの日常と地続き
にするー「記憶の解凍」プロジェ
クトは、広島出身の著者・庭田さ
ん が 高 １ の 夏 、 原 爆 投 下 前
4400 人が暮らす繁華街だった
「中島地区」（現・平和記念公園
周辺）で家族全員を亡くした濱
井さんとの出会いから始まった。 
 

『しまずかん』こにしけい/ 
たきざわしょうたろう/しまもり
なつこ 講談社 （291/シ）  

「 日 本 の ど の 島 か ら 来 た
の？」。海外で外国人から聞かれ
て驚いた経験がある。日本は島
国と言うけれど、本州も島だと
いう認識はなかった。。日本には
およそ 7 千もの個性的な島々が
あるという。草間彌生の「かぼち
ゃ」アートで有名な瀬戸内の直
島や「日本列島の長男坊」淡路島
など、50 の島々がそれぞれの島
自慢を楽しくつぶやく一冊。 

みんなで読書週間！ 
秋の読書週間は、11/9 まで！ 

 

 

やまなみ文庫について 
 

都留高女 21 回卒業の梅原英子さ
んは、「国や郷土を愛し、文化・文芸
に親しみ、社会や人のために尽くそ
うという高潔な理想を持つ生徒」（趣
旨抜粋）たれ、との思いを込めて毎
年、「やまなみ文庫」に司馬遼太郎関
連図書をご寄贈下さっています。 

そのうちの一冊『坂の上の雲』
は、愛媛県松山が舞台。3 人の若者
の人生を通して、明治維新後、近代
国家として歩み始めた日本を描きま
す。「まことに小さな国が、開化期を
迎えようとしている」。この有名な書
き出しから始まる青春物語を楽しん
で下さい。 

 

 

 

◆◇お知らせ◇◆ 
 

11 月の休館日： 

11/17（木） 

12:00～18:00 
 

＊返却は、返却ポスト 
を利用して下さい。 

 
＊長期延滞している本 

は、速やかに返却し 
て下さい。 

  
＊返却は、返却ポストを

利用して下さい。  
＊延滞図書は、速やかに

返却してください。 
 

 

1年次 2年次 ３年次 定時制 合計 教職員

10月 246 36 101 0 383 86

 ４月～ 2647 319 565 37 3568 679



♠おすすめの新刊  
『試験に出る現代思想』 斎藤哲也 NHK 出版新書 （133/サ） 

フロイト、フーコー、アーレント、サンデル。「私たちの物の見方
や生き方を一変させる」現代思想の魅力と面白さを、センター試験・
共通テストの「倫理」問題を解きながら学べる!！難解な思想の基礎
からジェンダー論など最前線まで、噛み砕いて解説する入門書。 
 

『津田梅子 女子教育を拓く』 高橋裕子 岩波ジュニア新書 （289/

ツ） 「all-round women」―1900 年、わずか 10 人の生徒を
迎え女子英学塾を開いた津田梅子の信念の言葉が、今、私たちの心
に響く。江戸末期に生まれ、明治大正昭和と、教育を通して日本女
性の生き方を切り拓こうとした一人の日本人女性の足跡とは。 
 

『わたしは「ひとり新聞社」 岩手県大槌町で生き、考え、伝える』  
菊池由貴子 亜紀書房 （369/キ） 町民が本当に知りたい町の情報 
を知らせたい。震災翌年、未経験の著者が、ひとりで創刊した『大 
槌新聞』。復興やメディアのあり方を書き続けた 10 年の記録。 
 

『身の回りにあるノーベル賞がよくわかる本 しろねこと学ぶ生理学・医学賞、物理学賞、化学賞』 
かきもち 翔泳社 （402/カ） 毎年 10 月に発表されるノーベル賞。その発見は、私たちの生活にど
のように役立っているのだろう。本書は、生理学・医学賞、物理学賞、化学賞の歴代受賞者と研究成
果を「しろねこ」が解説。「人工光合成の実用化」など、未来のノーベル賞かもしれない研究も紹介。 
 

『切手デザイナーの仕事 日本郵便 切手・葉書室より』 間部香代 グラフィック社 （693/マ） 

日本の切手をつくるのは、日本郵便 切手・葉書室。通称「切葉」の社員でデザイナーの 8 人。そ
のたった 8 人が 3 センチ四方の小さな世界に日本を描く。8 人 8 様のキャリアと仕事の流儀とは。
切手制作のコラムも興味深く、デザインやものづくりの道を目指すキミにぴったりの一冊だろう。 
 

『生きる 一歩一歩、前へ』 Shoko 評言社 （916/シ） 
高３の冬、卓球の試合の帰りに事故に遭い、車いす生活となった著者は、「時々立ち止まって前を向 

く。その繰り返し」で、ウェブデザイナーや、“心のバリアフリー”を発信する活動、会社経営や CM 
出演など、次々と夢に挑戦し続けている。「何度も死にたいと思った私が、今を生きている理由」とは。 
 

♠秋の夜長に･･･PartⅡ 
 

『君のクイズ』 小川 哲 
 朝日新聞出版 （913.6/オ）  

クイズ番組「Q-1 グランプ
リ」決勝で、問題を読まないう
ちにボタンを押す「ゼロ文字押
し」で優勝した本庄絆。ヤラセ
か？騒然となる会場。いや「正
解には理由がある」はず。対戦
者の三島玲央は、本庄の過去を
辿り決勝問題を見直すと、ある
事実に･･･。「君のクイズ」のタ
イトルに納得。クイズとは記憶
の欠片に導かれて辿る人生だ。 

『ホロヴィッツホラー』  
アンソニー・ホロヴィッツ作  
田中津子訳 講談社 （933/ホ）  
 

アンソニー・ホロヴィッツが
ロンドンの中・高校生を主人公
に、「日常が暗く歪む瞬間」を描
くホラー短編集。第２話「殺人カ
メラ」が撮ったのは、先頃世界中
が注目したまさかの･･･。鮮やか
な結末にドキドキが止まらない、
5 分のスキマ読書にピッタリサ
イズの９編。ロンドンの風物は、
英国好きにもおすすめです。 

『栞と嘘の季節』  
米澤穂信 集英社 （913.6/ヨ） 

  
高校の図書委員・堀川と松倉

は返却本の中に押し花の栞を見
つける。それは猛毒のトリカブ
トだった！二人は校舎裏で栽培
されているトリカブトを発見。
やがて男性教師が命を狙われる。
誰が教師を殺そうとしたのか。
次は誰が狙われるのか･･･。『本
と鍵の季節』図書委員シリーズ
続編！幾重もの嘘に挑むキミを
名誉図書委員に任命します♪ 

 
『イコ トラベリング 1948-』 角野栄子 KADOKAWA   

（913.6/カ） 1948 年、終戦後の東京。中 2 のイコは英語 
の授業で【be 動詞＋～ing】が「現在進行形」だと学び、その 
ワクワク感にトリコになり、いつか「どこかへひとりで行きた 
い」と願うようになる。やがて、大学を出て、紀伊國屋書店に 
勤め出したイコに大きなチャンスが…。『魔女の宅急便』著者 
の自伝的物語。いつだって現在進行形のイコが、迷いながら、 
戦後の新しい価値観で人生をトラベリングするよ♪ 
 

人気の本もたくさん♪♪ 
 

舞城王太郎『短篇七芒星』講談社 
西尾維新  『怪盗フラヌールの巡回』講談社 

赤川次郎  『明日死んだ男』集英社文庫 

東川篤哉  『魔法使いと最後の事件』文春文庫 

短編プロジェクト編 岡田朔他著 『僕たちは恋をしない』 
集英社文庫…etc． 

 
『増補 本屋になりたい この

島の本を売る』宇田智子著/高野

文子絵 ちくま文庫（B024/ウ） 
 
沖縄の市場にある小さな古本

屋を引き継ぎ、「市場の古本屋ウ
ララ」を開店した著者。「文化の地
産地消」をと、「沖縄本」を仕入れ、
売る日々の中で「本と自分だけの
世界」を超え、「全身全霊をかけて
商いの場を守ってきた」地域の人
に思いを重ねるようになる。「通
りがかった人が店に入ってきて
初めて、そこは店になる」「この本
は棚にどんな人を連れてくるだ
ろう」。同じ思いで、私も毎日図書
室の鍵を開けています。 

◆◇今月注目の雑誌は、  
『月刊 新聞ダイジェスト』 

新聞ダイジェスト社  
ニュースの最新動向を知

るならこの雑誌。新聞 6 紙の
１ヶ月間の主要記事を、「社
会」「教育」「環境」など、知
りたい分野毎に読めるから
便利。さらに、目次で記事の
見出しも一目でわかる。受験
対策にぜひ。↓↓こちらも◎ 

◇『月刊 News がわかる』 
 毎日新聞出版 

◇『切抜き速報 社会版/科学 
と環境版』 ニホンミック 

 


