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GW は読書をする！と意気込んで本を準備していましたが思ったより読めませんでした。休みが終わり、時間がない

ときに限って面白い本に出会い、「今は本を読んでいる場合ではない」と葛藤しています。 

 

本で体験するもうひとつの高校生活 

高校生が主人公の本を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✰『エレジーは流れない』三浦しをん  

複雑な家庭環境、決まらない進路、個性的な友人……。悩み多い高校生活を送る怜。ある日、町の博物館から縄

文土器が盗まれたことを知り――。 

 

✰『読書嫌いのための図書室案内』青谷真未 

荒坂浩二、高校２年生。読書嫌いにも関わらず図書委員会所属。委員会の仕事である図書新聞を作成していくう

ちに同級生の恋愛、学校の怪奇現象などさまざまな問題に直面する。 

 

✰『ラジオラジオラジオ！』加藤千恵 

華菜は友人の智香と共にラジオ番組を担当している。ある日、ラジオ収録中に受験勉強に集中するためにラジオ

を休みたいと智香に言われる。拒絶されたようで傷つく華菜。進路決定を目前にふたりはすれ違い始める。 

 

✰『トラペジウム』高山一実 

アイドルになりたい東ゆうには決まりがある。「SNSはやらない」「彼氏は作らない」「学校では目立たない」

「東西南北の美少女を仲間にする…？」 

数学って、何？ 

数学オリンピック金メダ

ルの京香凜。栢山は京から

の問いの答えを探す。 

『青の数学』王城夕紀 

失ったものとは？ 

奇妙な島。自分はどうし

てここにいるのか。謎に

立ち向かう。 

『いなくなれ群青』河野裕 

女子４人のカヌー部 

転校生・舞奈とその友人・恵梨香

はカヌー部に入部。先輩の二人

はすれ違いがあるようで――。 

『君と漕ぐ』武田綾乃 

謎の転校生、小夜子。 

奇妙なゲームが受け継がれる

高校。「六番目の小夜子の年」

に恐ろしい事件が起こる。 

『六番目の小夜子』恩田陸 

青の数学 いなくなれ群青 君と漕ぐ 六番目の小夜子 
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分類 書名 著者 出版社 出版年月

総記 今すぐ使えるかんたんYoutube動画編集入門 入江祐也 技術評論社 2021年12月
総記 今すぐ使えるかんたんChromebookクロームブック入門 武井一巳 技術評論社 2021年10月
総記 できるChromebook　新しいGoogleのパソコンを使いこなす本 法林岳之ほか インプレス 2021年8月
総記 スッキリわかるC言語入門 中山清喬 インプレス 2021年12月
総記 親子で楽しく学べる人気YouTube動画の作り方 山之内真 秀和システム 2021年2月

総記
″１２歳″からはじめるゼロからのＣ言語ゲームプログラミン
グ教室

リブロワークス ラトルズ 2020年7月

総記 総合百科事典　ポプラディア①～⑱ ポプラ社 2021年11月
哲学 ハローキティのニーチェ 朝日文庫編集部 朝日新聞出版 2014年8月
哲学 キキ＆ララの『幸福論』 朝日文庫編集部 朝日新聞出版 2014年10月
哲学 ポムポムプリンの『パンセ』 朝日文庫編集部 朝日新聞出版 2015年4月
哲学 シナモロールの『エチカ』 朝日文庫編集部 朝日新聞出版 2015年12月
哲学 ３分間チャレンジ小学生でもできる論理的思考力ドリル 北村良子 白夜書房 2021年2月
哲学 ポチャッコの『道は開ける』 朝日文庫編集部 朝日新聞出版 2019年2月

社会科学 ぐでたまの『資本論』 朝日文庫編集部 朝日新聞出版 2017年2月
自然科学 解きたくなる数学 佐藤雅彦ほか 岩波書店 2021年9月
自然科学 生物はなぜ死ぬのか 小林武彦 講談社 2021年4月

工業 とにかくかっこいいガンプラの作り方 佐藤哲夫 大泉書店 2019年1月
工業 断面図でわかる建築設備 柿沼整三，大澤良二 彰国社 2022年1月
工業 小さな家の大きな暮らし gestalten，酒井章文 パイインターナショナル 2021年3月
工業 百万人の電気工事 関電工 オーム社 2021年10月
工業 これ１冊でできる！Arduinoではじめる電子工作超入門 福田和宏 ソーテック社 2020年5月
工業 「ＰＩＣマイコン」で学ぶ電子工作実験 神田民太郎 工学社 2021年1月
工業 「１００円ショップ」のガジェットを分解してみる ThusanDIY 工学社 2021年1月
工業 ゼロからよくわかる！Arduinoで電子工作入門ガイド 登尾徳誠 技術評論社 2018年12月
工業 Rspberry Pi+AI電子工作入門　実践編 吉田顕一 ソーテック社 2021年10月
家政 手ごねで作るほっこりかわいいキャンドル AYANO 秀和システム 2021年12月
家政 素敵にリサイクル牛乳パックで作る暮らしの中の小物全40点 ブティック社 2021年9月
家政 はじめて作るマクラメ 村上沙織 ブティック社 2021年11月
家政 箱詰めおもてなしレシピ いづいさちこ 誠文堂新光社 2016年3月
家政 図解レシピ　料理手順がスラスラわかる 小竹貴子ほか 飛鳥新社 2021年9月
家政 絵本のようなお菓子　見て楽しむアイシングクッキー milky pop 白泉社 2021年11月
産業 猫のいる暮らし、猫のいる部屋 パイインターナショナル パイインターナショナル 2021年9月

コミック Dr.STONE①～③ 稲垣理一郎ほか 集英社 2017年
コミック 宇宙兄弟①～⑯ 小山宙哉 講談社 2008‐2011
コミック キングダム41～62 原泰久 集英社 2016-2021
芸術 これ1冊でＯＫ！iPhoneだけで今すぐはじめる動画編集 Ｔａｋａ 秀和システム 2021年11月
芸術 iMovie入門　短時間でできるサクサク動画編集 藤川佑介 マイナビ出版 2021年10月
芸術 今すぐ使えるかんたんiMovie動画編集入門 山本浩司 技術評論社 2021年10月
芸術 樹脂粘土で作るミニチュア多肉植物 きたのこ 日本文芸社 2019年11月
言語 「耳コピ」日常英会話 竹内薫 ＰＨＰ研究所 2021年6月
文学 劇場版呪術廻戦０　ノベライズ 芥見下々ほか 集英社 2021年12月
文学 謎の放課後　学校の七不思議 相沢沙呼ほか KADOKAWA 2015年8月
文学 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか①～② 大森藤ノ ソフトバンククリエイティブ 2013年
文学 青空と逃げる 辻村深月 中央公論新社 2021年7月
文学 きのうの影踏み 辻村深月 KADOKAWA 2018年8月
文学 護られなかった者たちへ 中山七里 宝島社 2021年8月
文学 Re:ゼロ㉙ 長月達平 KADOKAWA 2022年3月
文学 恋愛中毒 山本文緒 角川書店 2002年6月
文学 悪人 吉田修一 文藝春秋 2021年6月
文学 おやつが好き　お土産つき 坂木司 文藝春秋 2022年1月
文学 ネオカル日和 辻村深月 講談社 2015年10月
文学 図書室で暮らしたい 辻村深月 講談社 2020年10月
文学 ヨルガオ殺人事件　上下 アンソニー・ホロヴィッツほか 東京創元社 2021年9月

☆４月に受入した本です。


