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『一瞬の風になれ』 佐藤多佳子 

サッカーに限界を感じた新二と、やる気のない天才スプリンター連。とくに強豪でもない春野台高校陸上部に入部した幼なじみの 2 人。それがすべての、始まりだった-。 

思わず胸が熱くなる、とびきりの陸上青春小説。 

 

『ランナー』 あさのあつこ     

長距離走者として将来を嘱望された高校一年生の加納碧李は、複雑な境遇の妹の身を案じ、陸上部を退部することを決意した。だがそれは、たった一度レースに 

負けただけで走ることが恐怖となってしまった自分への言い訳だった-。 

 

『あと少し、もう少し』 瀬尾まいこ  

あの手に襷をつないで、力を振りしぼって、ゴールまであと少し。寄せ集めメンバーと頼りない先生の元で、最後の駅伝にのぞむ中学生たちの夏を描く。 

 

『ラン』 森絵都           

もらった自転車に導かれ、異世界に紛れ込んだ環。そこには亡くなったはずの家族が暮らしていた。自転車を手放すことになった環は、家族に会うために異世界まで 

走ろうとランニングチームに入るが、そこで生きる強さを学び…。 

 

『ダッシュ！』 村上しいこ   

実力は平凡、リーダータイプじゃない真歩が、南沢中学校陸上競技部の次期キャプテンに指名される。3 年生になってもキャプテンらしくふるまえず、タイムも出ない 

真歩は、最後のリレーに出場できるのか?  
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分類 書名 著者 出版社 

002 「文系？」「理系？」に迷ったら読む本 竹内薫 PHP 研究所 

007 中学数学からはじめる暗号入門 関根章道 技術評論社 

059 朝日ジュニア学習年鑑 2019  朝日新聞出版 

146 10 代のための疲れた心がラクになる本 長沼睦雄 誠文堂新光社 

210 平成から大化まで全元号解説 河野浩一 KADOKAWA 

289 オリンピックを呼んだ男 田畑政治 近藤隆夫 汐文社 

289 星の旅人  ☆ 小前亮 小峰書店 

304 調べる学習子ども年鑑 2019 朝日小学生新聞 岩崎書店 

369 はじめよう！ボランティア 1．2 長沼豊 廣済堂あかつき 

369 小中学生のための障害用語集 柘植雅義 金剛出版 

371 学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社 ポプラ社 

372 ヒマラヤに学校をつくる ★ 吉岡大祐 旬報社 

376 高校受験案内 2020年度入試用 旺文社 旺文社 

514 道路はどのようにつくるのか？ 窪田陽一 PHP 研究所 

519 人の心に木を植える 畠山重篤 講談社 

602 地域の発展につくした日本の近代化遺産図鑑  岩崎書店 

645 災害にあったペットを救え 髙橋うらら 小峰書店 

653 ブナの森を探検しよう！ 瀬川強 PHP 研究所 

699 チコちゃんに叱られる NHK「チコちゃんに叱られる!」 小学館 

702 家をせおって歩く 村上慧 福音館書店 

図書だより ５月 

家をせおって歩く 
 

発泡スチロールで作った小さな家を背

負い、各地を移動しながら生活する

村上慧さん。何を食べ、どこで眠って

いる? 「くらし」の概念を変える、驚きと

ロマンに満ちた本。 

平成から大化まで全元号解説 
 

大化から平成に至るすべての元号 247

について、改元年月日、改元理由、そ

の時代背景についてまとめ、歴史を遡

って解説する。コラムも収録。折り込み

「日本の全元号および改元年月日一

覧」付き。 

10 代のための疲れた心がラクになる本 

 

友だち関係、勉強、家族、容姿…。

生きづらさを抱えている 10 代に向け

て、ストレスの正体や「超敏感気質

(HSP)」についての知識を紹介。どうす

れば気持ちを変え、行動を変えられる

か具体的な方法をまとめる。 

 

新着図書案内 

 

新緑の季節となりました。体育祭に向けて熱の入った毎日ですね。今月は陸上競技を描いた小説を紹介します。 

その他、スポーツのけがやストレッチの本、勝ちごはんの本なども展示しています。参考にしてください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

746 風船で宇宙を見たい！ 岩谷圭介 くもん出版 

780 スポーツで働く 谷隆一 ぺりかん社 

780 おもしろい！スポーツの物理 望月修 講談社 

780 スポーツ年鑑 2019  ポプラ社 

780 参加しよう！東京パラリンピックとバリアフリー2.3 山岸朋央 汐文社 

782 ジュニアアスリートのための走り方の強化書 石原康至 メイツ出版 

783 ラガーにゃん 1 そにしけんじ 光文社 

801 通訳者・通訳ガイドになるには 鑓田浩章 ぺりかん社 

813 13 歳からの「気もちを伝える言葉」事典 矢野耕平 メイツ出版 

814 平成新語 出どこはどこ？ 中村三郎 柏書房 

901 詩を書くってどんなこと？ 若松英輔 平凡社 

913 海とｼﾞｲ 藤岡陽子 小学館 

913 14 歳、明日の時間割 鈴木るりか 小学館 

913 小説映画ドラえもんのび太の月面探査記 辻村深月 小学館 

913 新章神様のカルテ 夏川草介 小学館 

913 天使のにもつ いとうみく 童心社 

913 羊の告解 いとうみく 静山社 

913 都会（まち）のトム＆ソーヤ 16 はやみねかおる 講談社 

913 5 秒後に意外な結末 アポロンの黄色い太陽 桃戸ハル 学研プラス 

913 5 分後に恋の結末 春が来たら、泣くかも 橘つばさ 学研プラス 

913 傑作はまだ 瀬尾まいこ ｿﾆｰ・ﾐｭｰｼﾞｯｸｴﾝﾀﾃﾒﾝﾄ 

913 死にがいを求めて生きているの 朝井リョウ 中央公論新社 

913 ねらわれた学園 新装版 眉村卓 講談社 

913 こうして誰もいなくなった 有栖川有栖 KADOKAWA 

913 カゲロボ 木皿泉 新潮社 

913 まく子 西加奈子 福音館書店 

913 父と私の桜尾通り商店街 今村夏子 KADOKAWA 

913 逃げ出せなかった君へ 安藤祐介 KADOKAWA 

913 ジグソーパズル 48 乾くるみ 双葉社 

913 麦本三歩の好きなもの 住野よる 幻冬舎 

913 手をつないだままさくらんぼの館で 令丈ヒロ子 KADOKAWA 

913 長浜高校水族館部！ 令丈ヒロ子 講談社 

913 部長会議はじまります 吉野万理子 朝日学生新聞社 

914 なにものにもこだわらない 森博嗣 PHP 研究所 

914 思わず考えちゃう ヨシタケシンスケ 新潮社 

933 サイド・トラック ☆ ダイアナ・ハーモン・アシャー 評論社 

933 マンザナの風にのせて 〇 ロイス・セパバーン 文研出版 

933 ザ・ヘイト・ユー・ギブ  ★ アンジー・トーマス 岩崎書店 

933 秘密をもてないわたし ペニー・ジョエルソン KADOKAWA 

949 ピッピ南の島へ アストリッド・リンドグレーン 岩波書店 

E かべのむこうになにがある？ 〇 ブリッタ・テッケントラップ BL 出版 

ジュニアアスリートのための走り方の強化書 

 

走りの専門スクールが教える「俊足ト

レーニング」メソッド。ジュニアアスリー

トを対象として、走力をアップさせるた

めのさまざまなトレーニングを、写真と

ともに紹介する。 

 

  

14 歳、明日の時間割 

 

中学校を舞台に、時間割に見立

てた 7 編の短編で、現代人の苦

悩、笑い、絆、友情、想いを鮮や

かに描写する。笑って笑って、ホロ

ッと泣かせる、胸に迫る青春群

像。中学生作家の小説第 2 弾。 

 

天使のにもつ 

 

保育園を職場体験先に選んだ中学

2 年の風汰。「なんだって、こんなとこ

選んじゃったんだろっ」と、保育園の看

板に目をやって、ため息をついたことも

あったが…。風汰の 5 日間の物語。 

 

こうして誰もいなくなった 

 

孤島に招かれた 10 人の男女、死刑

宣告から始まる連続殺人。有栖川

有栖があの名作「そして誰もいなくな

った」を再解釈し、大胆かつ驚きに満

ちたミステリに仕上げた表題作などを

収録した、作家デビュー30 周年を飾

る作品集。 

 

ジグソーパズル４８  

 

放課後のおやつだった高級イチゴが

消えた ! 原因は絡み合った女子の

思惑…!? 日常で起きた 7 つの事件

の解決に、個性豊かな女子高生た

ちが挑む、連作ミステリ短篇集。 

 

 

思わず考えちゃう 

 

「いわゆる男女の仲って何?」「他

人のストローの袋が気になる」「孤

独感を、どう解消するか」…。つい

つい考えすぎちゃう絵本作家が、ま

じめな事から世にも下らぬ事までス

ケッチと共に書きとめる。 

 

 

 

☆．〇．★ 第 65回 青少年読書感想文全国コンクール課題図書   

☆ 中学校の部  3冊（『ある晴れた夏の朝』 30年度購入済）     

〇 小学校高学年の部 4冊（『もうひとつの屋久島から』 30年度購入済 『ぼくとニケ』 来月着予定）★ 高等学校の部 ３冊（『この川のむこうに君がいる』 30年度購入済） 

 


