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質問特集
0類（総記・図書館・出版）
そもそも本って何？どうやってできたの？
本の歴史を知りたい。
→『ビジュアル版 本の歴史文化図鑑 5000年の書物の力』マー

ティン・ライアンズ著 柊風舎 2012 という本があります。

文字の始まりから印刷技術の発明、検閲

や著作権の話、小説やマンガの普及、電

子書籍に至るまで、本に関するあらゆる

ことについて知ることができます。写真

も豊富なので、本の歴史についてわかり

やすく学べます。

1類（哲学・宗教）
青い食べ物を見ると、食べたくなくなります。こ
のような色の効果を知ることができる本はあります
か？
『人を動かす「色」の科学 １杯のコーヒーから始まる身近で不思議な

世界』松本英恵著 サイエンス・アイ新書

SBクリエイティブ 2019 では、私たちが普段目にし

ている“色”にはどんな効果があるかを知ることがで

きます。つい手にとってしまう商品やアイドルにも色

の影響が？！色の不思議な効果を知って楽しむことが

できる一冊です。

2類（歴史・地理）
今、旅行は難しいけれど、見たことのない景色や
場所を楽しむことができるオススメの本はあります
か？
『本当にある世界のファンタジー絶景』一迅社 2016 がオススメです！

ウクライナの腐海、ノルウェーのスタヴァンゲルの剣など…美しい景色、

見たことのない場所の写真に、「こんな場所が世界にはあるんだ」と驚

く一冊。いつか行ってみたい場所もできるかもしれません。この一冊で

ぜひ脳内旅行を楽しんでみませんか？

３類（社会科学）
日本のご当地料理
を調べています。
オススメの本はあ
る？
→『日本各地の味を楽しむ

食の地図』岸朝子監修 帝

国書院 2009 はいかがで

しょうか？各都道府県の地図上には、ご当地料理や食の特産品が記載されていま

す。ご当地人気料理も写真とともに説明されています。

ちなみに、兵庫は、神戸スイーツ・明石焼き、いかなご

のくぎ煮、姫路のおでんなどが載っています。巻末には、

ご当地の醤油や味噌・塩や砂

糖など調味料・お米・野菜・

魚介類・肉類なども紹介して

います。全ページがカラーで

見やすくオススメです。

４類（自然科学）
イチゴ大好きだけど、選ぶ時
や保存方法のコツはある？

→『カラダを元気にするハーブ＆野菜』

林真一郎/池田明子著 日東書院本社 2010

によると、ヘタの部分の緑が濃くピンと元

気なもの・赤味が均一で鮮やかなもの・ツ

ブがくっきりとしているものを選ぶといい

そうです。保存方法は、鮮度が落ちてしま

うので洗わずラップに包んで冷蔵庫で保存

するか、ヘタを

取って丸のまま

で冷凍保存する

ことが紹介され

ています。

５類（技術・家庭）
4月から新年度がスタート！部屋のディ
スプレーも変えて、心機一転したい。ど
んな本を読めばいい？
→『欧米の暮らしがお手本 収納・ディスプレーBOOK』ジョ

ルニ編集部編 実業之日本社 2013 は、おしゃれな収納・

ディスプレー術が載っているのでオススメです。スペース

別に収納アイデアが写真入りで紹介され、カラフル・シッ

ク・柄物・アンティークなどテーマ別で技のあるディスプ

レーを知ることができます。プロに聞いた上手な収納、続

けられる収納のコツなどお役立ち情報も満載です。紹介さ

れているテクニックを使って、居心地のいい部屋にアレン

ジしてみて！

７類（芸術）
阪急電車に掲示されている宝塚歌劇団のポ
スターが素敵！宝塚について詳しく知りたい！

→『宝塚語辞典』春原弥生著 誠文堂新光

社 2017 はいかがでしょう。宝塚の歴史や

演目、トップスターのお名前など、約650

語を収録。1974年から2016年までのライン

ダンス（通称ロケット）の衣装イラストも

かわいい！キラキラの世界がぎゅっと詰まっ

た１冊です。

８類（ことば）
え？「しんどい」って関西弁

なん？ほかにもそんなんあったら
知りたい！

→『かんさい絵ことば辞典』ニシワキタダシ著

ピエ・ブックス 2011 がおすすめ！ニシワキ

さんのゆるゆるシュールな絵が関西弁と絶妙に

マッチ。「かんさい名所絵

すごろく」や「かんさいグ

ルメ検定」など、おたのし

みページも盛りだくさん。

知らない関西弁にも出会え

るかも。

６類（産業）
昔神戸でも路面電車が走っていたって
ほんと？当時の写真が見てみたい！

→『神戸市電が走った街 今昔』金治勉著 福田静二編 J

TBキャンブックス 2001 なら、現在の街並みと比較した

写真を見ることができます。とはいえ発行が20年前なの

ですが、三ノ宮の駅前や、王子動物

園のあたりなど、今見てもわかるポ

イントがたくさん。1910年から61年

間走っていた市電。昔の神戸の風景

と合わせて楽しめますよ♪

9類（文学）
現役女子大生が獲って話題
になった2021年前半期芥川賞
受賞作は入ってる？

→『推し、燃ゆ』宇佐見りん著 河出書

房新社 2020 ですね。

推しが炎上したとき

の気持ち、SNSでのイ

ンフルエンサーの立ち

位置、リプの付け方な

ど、現役ならではの生

き生きした描写に魅了

されます。同時に候補

になった加藤シゲアキ

著『オルタネート』も

人気です。
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順位 書名 著者名 出版者名 種別 回数

1 夜カフェ １ （青い鳥文庫 Ｅく４ １５１） 倉橋燿子 作 講談社 図書 10
2 スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼 志駕晃 著 宝島社 図書 9
3 Ｓｗｉｔｃｈ’２０．０８ 38 スイッチ・パブリッシ ング 雑誌 8

私は私のままで生きることにした キム・スヒョン 著 ﾜﾆﾌﾞｯｸｽ 図書 8
5 そして、ユリコは一人になった （宝島社文庫） 貴戸湊太 著 宝島社 図書 7

青くて痛くて脆い （角川文庫） 住野よる 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 図書 7
東大名誉教授がおしえるやばい世界史 本村凌二 監修 ダイヤモンド社 図書 7
流浪の月 The Wandering Moon 凪良ゆう 著 東京創元社 図書 7

9 ８２年生まれ、キム・ジヨン チョ・ナムジュ 著 筑摩書房 図書 6
スマホを落としただけなのに 戦慄するメガロポリス 志賀晃 著 宝島社 図書 6
ちはやぶる 百人一首恋物語 時海結以 作 講談社 図書 6
競技かるたで勝つ！百人一首教室 マンガでマスター 坪田翼 監修 ポプラ社 図書 6
作家になりたい！ １ 恋愛小説、書けるかな？ 小林深雪 作 講談社 図書 6
桜のような僕の恋人 （集英社文庫） 宇山佳祐 著 集英社 図書 6
小説 ちはやふる 下の句 （講談社文庫） 有沢ゆう希 著 講談社 図書 6
小説 ゆずのどうぶつカルテ１ こちらわんニャンどうぶつ病院 伊藤みんご 原作 講談社 図書 6
小説 聲の形 上 （青い鳥文庫 Fく４ ９０１） 大今良時 原作・絵 講談社 図書 6
神戸松蔭女子学院大学 ２０１８ （大学入試シリーズ 私立５０２）教学社編集部 編 教学社 進路資料 6
神戸松蔭女子学院大学 ２０１９ （大学入試シリーズ 私立５０７）教学社編集部 編 教学社 進路資料 6
氷の上のプリンセス ジュニア編 ６ 風野潮 作 講談社 図書 6

21 かがみの孤城 THE SOLITARY CASTLE IN  THE MIRROR 辻村深月 著 ポプラ社 図書 5
カタコイ 1 好きな人の、好きな人 有沢ゆう希 作 講談社 図書 5
カタコイ ２ かわいくなれば、愛される？ 有沢ゆう希 作 講談社 図書 5
カタコイ ３ つきあうのがゴール？ 有沢ゆう希 作 講談社 図書 5
きみと１００年分の恋をしよう きみのためにできること 折原みと 作 講談社 図書 5
きみと１００年分の恋をしよう はじめて恋が生まれた日 折原みと 作 講談社 図書 5
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ 著 新潮社 図書 5
また、同じ夢を見ていた （双葉文庫） 住野よる 著 双葉社 図書 5
ライオンのおやつ 小川糸 著 ポプラ社 図書 5
ルパンの娘 （青い鳥文庫 Ｅよ２ １） 横関大 作 講談社 図書 5
作家になりたい！ ２ 恋からはじまる推理小説 小林深雪 作 講談社 図書 5
作家になりたい！ ６ 恋のなやみは詩集で解決！ 小林深雪 作 講談社 図書 5
作家になりたい！ ７ 俳句で好きを伝えよう！ 小林深雪 作 講談社 図書 5
小説 ちはやふる 上の句 （講談社文庫） 有沢ゆう希 著 講談社 図書 5
小説 聲の形 下 （青い鳥文庫 Fく４ ９０２） 大今良時 原作・絵 講談社 図書 5
神戸栄町アンティーク堂の修理屋さん （双葉文庫） 竹村優希 著 双葉社 図書 5
神戸松蔭女子学院大学 ２０１７ （大学入試シリーズ 私立５０２）教学社編集部 編 教学社 進路資料 5
夜カフェ ２ （青い鳥文庫 Ｅく４ １５２） 倉橋燿子 作 講談社 図書 5
夜カフェ ５ （青い鳥文庫 Ｅく４ １５５） 倉橋燿子 作 講談社 図書 5
夜カフェ ６ （青い鳥文庫 Ｅく４ １５６） 倉橋燿子 作 講談社 図書 5
恋する寄生虫 （メディアワークス文庫） 三秋縋 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 図書 5
恋する週末ホームステイ 君は明日、いないかもしれないから ＡＢＥＭＡ『恋する週末ホームステイ』 原作講談社 図書 5

3位の雑誌Switchの特集は『鬼滅の刃』でした。これ以外にも『グレタたったひとりのストライキ』『コロナの時代の僕ら』
『Au　オードリー・タン　天才IT相７つの顔』御朱印でめぐるシリーズ、銭天堂シリーズなどが人気でした。
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リクエスト本紹介
『千紘くんは、あたし中毒（ホリック）』
伊藤里原作、松田朱夏文 青い鳥文庫 2021
「なかよし」のノベライズ。超イケメン高校生デ
ザイナーと女神（ミューズ）の今後の関係がとて
も気になりました。なのでぜひ手にとって読んで
みてください。 J2MY
※ミューズMuseとはギリシア神話の詩と音楽の女神。music（音楽）、

Museum（博物館）の由来。

『だれだっておどろく！こんなにもすばらしい10
人の住職』
「月刊住職」編集部編 興山舎 2020
若い頃は宗教というと、非科学的！なんてちょっと軽く

見てたところがありますが、人間関係の悩みや、生き方に

ついて考え込んでしまう時、あまり科学は役に立ちません。
そういう時には、哲学や宗教、文学から励ましを得ること

が案外あります。
お坊さんといえば、どんなイメージでしょう。お葬式で

お経をあげる･･･なんてステレオタイプの極致です。この
本には実にユニークなお坊さんが紹介されています。ま、

いちど読んでみることをおすすめします。何と、私はこの
中のお一人とあつかましくも実際に会いに行き、お話をし

てきたぐらいです。人間の魅力って、科学とはまた別の尺
度で測らないといけないんでしょうね。

永井晃

『推し、燃ゆ』宇佐美りん著 河出書房新社
2020
歌手やアイドル、声優などいろいろな面で推し
がいると思いますが、そのどれにも私の場合あて
はまり、この本の主人公の気持ちに納得できると
ころも多かったです。言葉に言い表しきれない怒
り、悲しみ。言葉や文字にできない不思議な気持
ちにさせられるほどでした。もしも、一人でも推
しがいる人はこの本をおすすめしたいです。

J2SH

今年の松蔭女子学院大学図書館の利用登録は、コロナ禍収束まで

お待ちください。中高図書館の所蔵がなく、読みたいと思った本は

司書に相談してください。購入するか、神戸市立図書館から借り出

すか、できるだけ方法を見つけます。

松蔭中高図書館


