『 ももこの世界あっちこっちめぐり 』
さくらももこ著 集英社文庫 2021

旅 × 体験

『 旅猫リポート 』
有川浩著 講談社文庫 2017

読む旅

せっかくのスペイン・イタリア旅行で旦那は
腹痛。バリ島でナシゴレンを堪能し、父ヒロシを
グランドキャニオンに連れて行く。パリで時計を
集め、オランダで風車を見、一度は行くべき?!

旅が難しい今だからこそ、

の猫になるナナ。それから五年、ある事情でナ

旅を知り、旅を楽しめる本を集めてみました。
家にいながら、旅気分を味わいませんか？

ナと暮らせなくなったサトルは、ナナを引き取っ
てくれる人に会いに銀色のワゴンで旅に出る。

ハワイへ。「ちびまる 子ちゃん」のさくらもも こ
が巡る世界あっちこっち旅 ！

『 泣きたくなるような青空 』
吉田修一著 集英社文庫 2021

『 旅が好きだ ！
21人が見つけた新たな世界への扉 』

松蔭中高図書館 2021年12月13日発行
ｌibrary@shoin-jhs.ac.jp 担当：片山

『翼の王国』に連載された作家
吉田修一のエッセイを文庫化。

で活躍する21人が、旅に出る理由や、

『 はじめての沖縄 』
岸政彦著 新曜社 2018

『 旅の夢かなえます だれもが
どこへでも行ける旅行をつくる 』

想定外だった旅、歴史上の人物の旅、
旅でのインターネット活用術について語り、

よりみちパン ！ セ

三日月ゆり子著 大日本図書 2008

旅の魅力を伝えます ！ 旅のブックガイドも

若い頃に観光客として訪れた
沖縄にハマり、恋焦がれ、今では

障害がある、言葉が通じない…

おすすめ!!

と 旅をする の は難し いと 思い込

研究者として沖縄を訪れる著者。

『 人生で最高の １ 日
~極上のハッピーに包まれる旅のストーリー88選~ 』
A-Works編 A-Works 2012
『 心がほどける小さな旅 』
88人が語る、旅先での「人生で最高の１日」。

益田ミリ著 幻冬舎文庫 2016

も体験も、それぞれな旅での１日を紹介。消え 春の鹿児島で大声コンテスト、夏の
た大帝国の遺跡 ボアズカレ、天空の都 ラサ 江ノ島で水族館に一泊、秋の 釧路
市、青の迷宮 シャウエン…ワクワクする旅の 湿原でカヌーに乗り、冬は秋田で紙
体験談が満載！

風船を上げる。読みながら、自分に
も行きたかった場所、やりたかったこ

いつか行ける？！

宇宙旅行
『 るるぶ宇宙 探査の最前線から
未来の旅行プランまで 』

とがあったのではないか、とふと思
い出させてくれるような旅本。

杉浦さやか著 祥伝社 2016
フランスのクレープ、香港の釜飯、ベト

ISSってどんな所？宇宙ではどんな生

ナムのおふくろ定食、佐賀県のいか…

活をしている の？宇宙旅行ってどんな
プラン？など、宇宙や宇宙旅行の最前

だけでなく、鉄道ごはんに機内食、街か
どのおやつまで、かわいいイラストで旅

線を紹介 ！ 日本にある宇宙

のごはんを紹介。世界にも日本にも、

スポットについても知ること

まだまだ美味しいものがいっぱい!!

いろは出版編 いろは出版 2016

検索ワードは予測され、ネットでは 戦争、迫害、破壊、災害、虐殺…
自分の 見たいも の し か見る こと 眩しい歴史の裏には、悲しい歴史
ができない…人生をかけがえのな が横たわっている。人類の悲しみ
いものにするために、旅に出て、環 の歴史と対峙する「ダークツーリズ
境を意図的に変え、新たな検索 ム」、世界36スポットを紹介。
ワードに出会おう。

『 アナザー修学旅行 』

パウロ・コエーリョ著
角川文庫 1997

有沢佳映作 ヤマダ絵

エジプトのピラミッドに行けば宝物が
見つかる、という夢を見た羊飼いの
少年サンチャゴ。夢を信じ、様々な出
会いや困難を経て、旅に出た少年が
手にしたものとは。パウロ・コエーリョ
の 世界的ベス ト

講談社 青い鳥文庫 2017
いろんな事情で修学旅行に参加する
ことができない中学三年生男女７人。
クラスも 違い、友達でも なく、性格も
様々な７人は、修学旅行中の３日間を
一緒に過ごすことになって…。
旅に行けなかった生徒たちの物語。

セラー小説。
『 地底旅行 』
ジュール・ヴェルヌ作
『 さいはての彼女 』

岩波少年文庫 2018

原田マハ著 角川文庫 2013
鉱物学者の叔父リーデンブロック教授
25歳で起業し、会社は順調に成長 が暗号の 書かれた一枚の 羊皮紙を見
したものの、付き合っていた恋人には つけたことで、アクセルは叔父とともに
振られ、有能な秘書も会社を退職す 地球の中心を目指して旅に出ることに。
ることに。失意の まま一人旅、沖縄 地底へと向かう彼らを待ち受けていた
でのヴァカンスを満喫するつもりだっ のは、驚くべき世界だった。
たのに、飛行機に乗り込み、到着した あの「センター・オブ・ジ・アース」の原作 ！
先は、北海道 女満別だった。再生を
テーマにした４つの旅の短篇集。

世界の〇〇

『 世界をたべよう ！ 旅ごはん 』

林公代監修 JTBパブリッシング 2021

ができます。いつか行ける？！
脱 地球Trip ！！

んでいませんか。旅の楽しみとは
はじめて沖縄に出会ったときから 何か、バリアフリーとは何かを考え
さかのぼって、沖縄について書いた させられます。
一冊。
『 人類の悲しみと対峙する
『 弱いつながり
ダークツーリズム入門ガイド 』
検索ワードを探す旅 』
東浩紀著 幻冬舎文庫 2016

ヒトはどうして旅に出るのか…行き先も目的

『 アルケミスト 夢を旅した少年 』

旅 × 考える

恋が終わった博多、お盆のお墓参り

料理店まで。 ANAの機内誌

だけれど、サトルがナナを手離す事情って…。

はと時計12月号

河出書房新社編 河出書房新社 2020

角田光代、はあちゅうなど、様々な分野

旅 × 物語

懐かしい人との再会、各地の景色…素敵な旅

14歳の世渡り術
で花火をする長崎、川で人や犬が流
れてくる スイス・ベルン、近所の中華

事故でケガをしたところを助けられ、サトル

『 世界の本屋さんめぐり 』
ナカムラクニオ著
産業編集センター 2019

『 世界の地下鉄駅 』
アフロ写真 水野久美テキスト

『 旅の絵本 Ⅷ 』

『 夜行 』

安野光雅作 福音館書店 2013

森見登美彦著 小学館文庫 2019

青幻舎 2017
画家の 安野光雅さんが 、世界の 街

同じ英会話スクールに通う仲間六人

アジアをはじめ、ヨーロッパ、 青が美しいT-セ ントラーレン駅
アメリカなど世界の本屋さんを素 (スウェーデン)、世界最大のステ
敵なイラストと文章で紹介した ンドグラスアートがある美麗島駅

並みや風景を描いた絵本シリーズ「旅 で、鞍馬の火祭を見物に出かけたが、
の絵本」。８巻の 日本編では、安野光 その夜、仲間のうちの一人 長谷川さ
雅さんがうまれ育った島根県の津和 んが姿を消した。10年後、再び集まっ

一冊。世界には短編小説の自動 (台湾)など、世界の地下鉄駅の
販売機やビーチ沿いの移動図書 美しさ、壮大さに、旅気分が高ま

野、陸前高田の「希望の松」、富山県 た僕らは、それぞれが旅先で不思議な
五箇山などが描かれ、時を越えて、絵 体験をしていた。森見登美彦がおくる
怪談×青春×ファンタジー小説。
で日本を旅することができます。

館などもあって…。

ること間違いなし ！

第238号

毎年恒例、司書の選んだ
今年の１冊です。
今年も昨年に引き続き、オンラインでのイベント
などを楽しむ１年となりました。小説でよく読んだ
のは韓国文学。Ｋ-ＰＯＰや映像作品はみなさんも
よく知っていると思うのですが、小説もすごいです。
書店で初めて『三十の反撃』ソン・ウォンピョン著
祥伝社 2021の表紙を見た瞬間、まだ読んでもいな
いのに「わかる」気がしました。主人公は大学卒業
後、半地下に住み、非正規社員として働いているジ
ヘ。自分とは、社会とは、彼女が「本当にホントに
したいこと」とは…少し光が見
えてくるラストが印象的でした。
室内にいても得られることはた
くさんありますが、そろそろ外
にも出たくなってきました。来
年は少しでもその機会が増える
といいなと思います。（高田）
アメリカ同時テロから、今年で20年が経ちまし
た。アフガニスタンから米軍が撤退したことによ
り、タリバンは市民への一方的な統制を強化して
います。『平和な世界に生きる（国際社会のルー
ルシリーズ）』朝井基文著 旬報社 2007 を読ん
で、“平和”がいかに大切なことか改めて考えて
みませんか？この本は、人権・民主主義の歴史、
戦争の歴史、国連・外交や法律などから平和につ
いて考察しています。戦争をなくすことは、全世
界において重要な課題です。そのためには、自己
中心で世界をながめる見方の国際関係では、いけ
ません。それは、環境問題でもいえますが、自国
のみの利益追求ではなく、世界全体の利益のため
に、他国と一緒に力を合わせて戦争をなくしてい
く必要があります。力、いわゆる軍事力によらな
い平和が大切なのではないでしょうか？原爆を体
験した日本が、核兵器禁止条約に署名・批准し、
平和を主張し続け、他国にもその輪が広がってい
くことを願っています。（和田）

松蔭中高図書館広報誌
『わかな十五歳 中学生の瞳に映った3・11』
わかな著 ミツイパブリッシング 2021年
1995年福島県生まれの著者 わかなさんは、10年
前の3月11日、中学の卒業式だった日に被災しまし
た。原発事故による放射能の被害、引っ越し、転
校と…彼女の人生は大きく変わります。これは一
人の当時十五歳の少女だった人が書いたお話です
が、これまでの10年をこんなふうに過ごしてきた
人がどれほどいるだろうと思いました。東日本大
震災と原発事故を経験して、「誰もが希望をもっ
て平和に暮らせる世界」を理想とする彼女の言葉
が、コロナ禍、オリンピック、選挙と、今の日本
について考えさせられることの多かった今年、よ
り深く心に刺さります。何が大事
で何を優先するのか…自分で知り、
自分で考えて行動することの大切
さを強く意識させられた一冊です。
（片山）
『100万回死んだねこ 覚え違いタイトル集』
福井県立図書館 編 講談社 2021
レファレンス・サービスって知っていますか？松
蔭ハンドブックにも書いてあります。司書が資料探
しのお手伝いをすることです。
毎年、高３司書体験でレファレンスサービスを説明
する際に使っていた福井県立図書館の「覚え違いタ
イトル集」というサイトが本になりました。人間の
記憶はいい加減なもの。間違いやすい。正しい書名
や著者名を言ってくれればすぐ探せますが、なかな
かそうはいかない。
＊恩田陸の『なんとかのカーニバル』あります？
＊『蚊にピアス』ってどこにあるでしょう？

利用者の探している本にたどりつくよう、質問して
正解を見つけていきます。
笑えるもの、感心するもの、クイズのようにぱら
ぱら見ながら、レファレンスサービスを有効に使っ
てほしいという思いを込めてこの本を今年の１冊に
します。（眞鍋）

2021年12月13日
11月のチャリティブックセールには保護者
の方や卒業生の方のご協力もあ
り9,421円の寄付金が集まりまし
た。ありがとうございました。
シャンティ国際ボランティア会
を通じアジアの恵まれない子ど
もたちに届けられます。
ブックサンタってご存知ですか？
書店で本を選んで「ブックサンタ」でといってお
金を払うと様々な事情で困難な状況（経済的理由、
病気・入院、親子が死別、災害被害など）にいる子
どもにプレゼントとして届けられます。対象は０才
から高校生まで。もし、よければ何か１冊本を買っ
て厳しい状況の子どもさんに贈ってあげてませんか。
ジュンク堂などで実施しています。詳しくはこちら

https://books
anta.charitysanta.com/

冬休み貸出実施中
図書10冊まで貸出可能です。
返却日は１月８日（土）
図書館の冬休み開館
年末は12月24日（金）まで
年始は1月6日（木）から。
8：30～16：15
1月6日（木）から
読書みくじ＆ささやかな
プレゼント始めます。
一人一回限り。

