
本屋大賞受賞作がどうどう１位 

   

２位映画化もされ、宝塚歌劇でも公演された

ロマンス作品 

 

３位は映像化されている作品多し 

2、3、４位にランクインした 

町田その子さん 

昨年の本屋大賞受賞作 「５２ヘルツのクジラたち」  

 

「コンビニ兄弟 １．２」 

    『家も学校もしんどかったら、 
このコンビニでちょっと休憩してみない？』 

 

   光莉がパートで働くコンビニには、来店してくる老若男女を 

魅了してやまない店長・志波がいる。 

光莉の日課はこの魔性?!の店長と超個性的な常連客との 

やりとりをながめること。 

北九州のコンビニを舞台に繰り広げられるお仕事小説 

 

新作は 「宙（そら）ごはん」  

主人公の宙には産んでくれた「お母さん」、一緒に暮らす育ての 

「ママ」がいる。 ちょっと変わっているけど、宙にとっては  

「さいこーにしあわせなこと」 

 

実は「お母さん」の妹が「ママ」で、離れて暮らす「お母さん」とは 

たまにしか会えない。でも「ママ」の一家が外国に引っ越すことに 

なり、宙は自分で決めて「お母さん」と暮らすことに。 

 

突然、一緒に暮らし始めた２人、長い時間をかけて描かれる 

優しさと痛みをふくんだ母娘の物語。 

 

物語のキーマン、「お母さん」の後輩で商店街のビストロで働く 

料理人・やっちゃんに注目。 

やっちゃんの作るパンケーキ、きのこのポタージュ、レタス卵 

チャーハン etc. 心を回復させるご飯の力を感じてみて 

図書室の神様たち 
 

学校の古い図書室。 
過去と現在が交際する
その場所で出会った 
２人の物語 

日時： 9月 29日 （木） 

        16:30～１７：３０ 予定 
 

場所： 図書館りぶらんこ周辺 

 

夏休みに読んだ本、１人で楽しむのは 

もったいない。誰かに話したい人、観戦

したい人、どちらも大歓迎 

 

バトラーはちょっと・・・でも本の紹介は聞い

てみたい、そんな人も後期のゼミに登録して

おくとバトル開催のお知らせがもれなく届き

ます。 

後期も引き続き月１回、開催します 

 

後期委員会がもうすぐスタート 

図書委員の仕事を紹介します 

 

この春、図書委員会は生まれ変わりました 

委員会が４セクションに分かれて活動します 

 

編集部・・・・図書だよりの編集・発行 

 

デザイン制作部・・・壁面展示、ポップ等の作成 

 

企画広報部・・・文化祭・読書週間などの行事

に向けてイベント発案 

 

資料運用部・・・本の整備、書架の整理 

 

＋カウンター業務 は全員が担当（後期から） 

 

そんな仕事に興味がある人、ひばりの図書館 

を盛り上げてくれる人、待ってます！ 

 

 

   ひばりの図書館 
 

1学期貸出ランキング 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読書の秋がすぐそこまで ２０２２．９月号 

Pickup

映画化も 

決定 

雲雀の図書館では 
ロングセラーの 
マカンマランシリーズ 

第４回探究ゼミビブリオバトル 

Pickup ２ 

図書委員って 

 どんなことするんですか－？ 

 

Reborn 



     

請求記号 書名 著者 出版社

024.1 本屋図鑑 だから書店員はやめられない! いまがわゆい 廣済堂出版

159 居場所がないのがつらいです 高橋源一郎 毎日新聞出版

159.5 世界を変えるための50の小さな革命 ピエルドメニコ バッカラリオ 太郎次郎社エディタス

164 スゴい神話 沖田瑞穂 新潮社

164.31 100の傑作で読むギリシャ神話の世界 マルグリット・フォンタ ( 創元社

210 「鎌倉殿」登場! 源頼朝と北条義時たち13人 大迫秀樹 日本能率協会マネジメントセンター

210.09 日本古典風俗辞典 室伏信助 KADOKAWA

210.42 鎌倉殿と執権北条氏 坂井孝一 NHK出版

210.75 太平洋戦争と子どもたち 浅井春夫 吉川弘文館

242.03 ロゼッタストーン解読 レスリー・アドキンズ 新潮社

289 鎌倉殿の13人   : 北条義時とその時代 NHK出版

290.93 今こそ学びたい日本のこと 蜂谷　翔音 地球の歩き方

291 しまずかん こにしけい 講談社

291.093 るるぶ縄文 るるぶ旅行ガイドブック編集部 JTBパブリッシング

291.62 謎解きガイドブック京都　 朝日新聞出版

311.7 そもそも民主主義ってなんですか? 宇野重規 東京新聞

312.1 ぶっちゃけ、誰が国を動かしているのか教えてください 西田亮介 日本実業出版社

350.1 データ分析力を育てる教室 松本健太郎 マイナビ出版

361.47 ウクライナ侵攻と情報戦 一田和樹 扶桑社

375.8 ルポ 誰が国語力を殺すのか 石井光太 文藝春秋

379.7 独学の教室 ウスビ・サコ 集英社インターナショナル

388 ドラゴンは爬虫類 川崎 悟司 大和書房

402 セレンディピティ Royston M. Roberts 化学同人

404 「ネコひねり問題」を超一流の科学者たちが全力で考えてみた グレゴリー・J.グバー ダイヤモンド社

407 桝太一が聞く科学の伝え方 枡太一 東京化学同人

407 先輩、研究ってどうやるんですか 研究ステップ編集委員会 京都大学学術出版会

407.5 世界の科学者が調べたすごすぎる実験の図鑑 カンゼン

420 世界でいちばん素敵な物理の教室 東京大学CAST 三才ブックス

430.28 化学者になるための本 齋藤勝裕 シーアンドアール研究所

450  文系のためのめっちゃやさしい地球46億年 田近英一 ニュートンプレス

451.85 気候変動から世界をまもる30の方法 国際環境NGO FoE Japan 合同出版

451.9 世界の気候と天気のしくみ 今井明子 産業編集センター

461 生き物が老いるということ 稲垣栄用 中央公論新社

463.7 生きもの毛事典 保谷彰彦 文一総合出版

480.76 沖縄美ら海水族館はなぜ役に立たない研究をするのか? 佐藤圭一 産業編集センター

489.6 クジラの骨と僕らの未来 中村玄 理論社

491.371 ストレス脳 アンデシュ・ハンセン 新潮社

491.371 ひと目でわかる脳のしくみとはたらき図鑑 黒木俊秀／日本語版監修　 創元社

520.4 14歳からの建築学 五十嵐太郎 彩国社

520.4 測って描く旅 浦一也 彩国社

548 メタバースとは何か 岡嶋裕史 光文社

548 メタバースがよくわかる本 松村雄太 秀和システム

596.04 買えない味 平松洋子 筑摩書房

612.1 タガヤセ!日本 白石優生 河出書房新社

請求記号 書名 著者 出版社

770.4 ともに生きるための演劇 平田オリザ NHK出版

780.14 誰にでもできるスポーツメンタルトレーニング 笠原彰 学研

783.7 甲子園に行くのが夢だった 松坂大輔 飛鳥新社

798 5分間ミステリーあなたが陪審員 マーヴィン・ミラー 扶桑社

902.3 はじめて読む!海外文学ブックガイド 越前敏弥 河出書房新社

910.263 ぼくらの戦争なんだせ 高橋源一郎 朝日新聞出版

913.6 100万回生きたきみ 七月隆文 KADOKAWA

913.6 君が電話をかけていた場所／僕が電話をかけていた場所 三秋縋 KADOKAWA

913.6 マイプレゼント 青山美智子 PHP研究所

913.6 先祖探偵 新川帆立 角川春樹事務所

913.6 純喫茶パオーン 椰月美智子 角川春樹事務所

913.6 約束された移動 小川洋子 河出書房新社

913.6 生まれかわりのポオ 森絵都 金の星社

913.6 星屑 村山由佳 幻冬舎

913.6 掬えば手には 瀬尾まいこ 講談社

913.6 汝、星のごとく 凪良ゆう 講談社

913.6 セカイを科学せよ 安田夏菜 講談社

913.6 おいしいごはんが食べられますように 高瀬隼子 講談社

913.6 風呂ソムリエ 青木祐子 集英社

913.6 絞め殺しの樹 河崎明子 小学館

913.6 あの子とQ 万城目学 新潮社

913.6 珈琲店タレーランの事件簿　８ 岡崎琢磨 宝島社

913.6 永遠の夏をあとに 雪乃紗衣 東京創元社

913.6 風とにわか雨と花 小路幸也 徳間書店

913.6 腹を割ったら血が出るだけさ 住野よる 双葉社

913.6 ゆるキャラの恐怖 奥泉光 文藝春秋

913.6 Schoolgirl 九段理江 文藝春秋

913.6 紅だ 桜庭一樹 文藝春秋

913.6 音楽が鳴りやんだら 高橋弘希 文藝春秋

913.6 ラーゲリより愛を込めて 林民夫 文藝春秋

913.6 博士の長靴 瀧羽麻子 ポプラ社

913.6 夏休みの空欄探し 似鳥鶏 ポプラ社

913.6 その本は 又吉直樹　ヨシタケシンスケ ポプラ社

913.6 流れる星をつかまえに 吉川トリコ ポプラ社

913.6 とんこつQ&A 今村夏子 講談社

913.6 ５分後に恋の結末　シリーズ全4巻　 橘つばさ　桃戸ハル 学研プラス

913.6 ５分後に思わず涙。シリーズ　全2巻 桃戸ハル 学研プラス

913.6 ５分後に意外な結末／ex.／悩み部」各シリーズ　 麻希一樹 学研プラス

914.6 私は幽霊を見ない 藤野 可織  KADOKAWA

914.6 そして誰もゆとらなくなった 朝井リョウ 文藝春秋

914.6 地球、この複雑なる惑星に暮らすこと ヤマザキマリ 養老孟司 文藝春秋

923.7 三体Ｘ　上下 宝樹 早川書房

932.7 ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密 JKローリング 静山社

933.7 ロボット・イン・ザ・ホスピタル デボラ・インストール 小学館


