LIBRARY SUPPORT CLUB

サポーターの皆さんのオススメ本です。 本選びの参考にどうぞ♫
豊橋

大原 拓弥 さん
オススメ

『告白』
湊かなえ 著（双葉社 2008）
豊図開架 913.6：Mi39
：Mi39
名図開架 913.6：Mi39
：Mi39

中学校の女性教師の娘が学校のプール

白をしたシーンや娘がプールに転落し

に転落するという事故が発生。しか

たシーン、衝撃のラストシーンなど

し、教師は「事故で死んだのではな

様々なシーンが具体的に頭の中に思い

く、このクラスの生徒に殺された」と

浮かんできます。また、登場人物が全

いう衝撃の告白をする。事件の真相が

員元は普通の人だったというのも大き

5人の語り手と次々と変わり、解明さ

な特徴だと思います。「犯人」や「教

れていく新しいミステリー小説。情景

師」がそれぞれある出来事をきっかけ

描写が素晴らしい小説です。小説を読

に狂っていくところは見所です。

NAGOYA

TOPPO

図書館学生サポーター紹介

名古屋図書館学生サポーター トッポ

一緒に図書館を盛り上げるポ！！メンバー募集！！

トッポくんと一緒に名古屋図書館を盛り上げてくれる
メンバーが少ないと悲しいです、
トポポ…（泣）
トッポは、学生目線で名古屋図書館を盛り上げるために活動しているサークルです。
「本が好き」、
「図書館の雰囲気が好き」
など、
週に数回、授業の空き時間に集まって活動しています。
図書館に少しでも興味がある方、
ここでは、活動内容の一部をご紹介します。
ぜひ一緒に活動しましょう！ お待ちしています！！

1.

んでいると、女性教師がクラス会で告

豊橋

小田 七実 さん
オススメ

『本を守ろうとする猫の話』
夏川草介 著（小学館 2017）

豊橋

鎌田 楓鈴 さん
オススメ

『食堂かたつむり』
小川糸 著（ポプラ社 2008）
：O24
豊図開架 913.6：O24

祖父を亡くした夏木林太郎は、祖父が残

愛していた人々の思いと突きつけられて

した古書店で引っ越しまでの少しの間、

いる現実。本を守ろうとする猫や林太郎

店に立つ。そこに現れた言葉を話すトラ

が、対峙する人々にも考えさせられま

ネコにたのまれ、「夏木書店の二代目」

す。本が好きだった人や本が好きな人、

として本のために様々な人の元へゆき、

おうち時間で本を読むことを始めた方に

本を守るために動き出す。実際の問題を

も読んでいただきたい1冊です。コロナ

テーマとして取り扱いながらも、ファン

禍で人との繋がりの重要性が注目される

タジーの世界を舞台に本や本を読むとい

現代だからこそ、本が持つ力や本の存在

うことを見つめ直すおはなしです。本を

を見直してみませんか。

一晩にして、同棲していた三年来の恋

る物置小屋で小さな食堂「かたつむ

人も、働く先も、住む場所も失ってし

り」を始めることにした。一日一組だ

まった主人公の倫子。そのショックか

けのお客様を迎える少し変わった食堂

ら声をも失ってしまった倫子は、ふる

「かたつむり」をつくっていくなか

さとの

の元へと向かう。料

で、倫子は自分と向き合い少しずつ前

理が好きで自分の店を持つことが長年

を向いてゆく。新しく何かを始める勇

の夢であった倫子は、なにもかも失く

気をもらえる一作です。

おかん

したが「私は料理を作ることならでき
る。」と決心し、 おかん

西 大聖 さん
オススメ

豊橋

『竜馬がゆく』
司馬遼太郎 著（文藝春秋 1972）
：Sh15：3〜5
豊図第２書庫 918.68：Sh15：3〜5
第２名図開架
名図開架 918.68：Sh15：3〜5
：Sh15：3〜5

の所有す

舞台が高知県であることから、文章に

触れていない私でもさらっと読破する

も土佐弁や昔の言葉が混ざっているた

ことができました。最後に、この作品

め若干読みにくいですが、教科書では

は時代の流れは汲み取れていますが、

触れてこなかった坂本龍馬の意外な一

多少脚色されていたり曖昧な部分もい

面や、個人的意見として、三巻からの

くつか出てくるので、歴史の知識が豊

勝海舟との出会いをきっかけに、龍馬

富である人より、知識はないけど歴史

の熱意や倒幕を図るシーンが印象的で

を楽しみたい方が向いていると個人的

した。この歴史小説は全８巻と長編小

に思いました。

企画展示

図書館１階のスペースに、毎回テーマを設定
して企画展示を行っています。
ようやく今年度1回目の展示を行うことができ
ました！テーマは
「ＳＤＧｓ特集」
です。
図書館ホームページにも掲載しておりますの
で、
ぜひご覧ください！

2.

学生による選書ツアー

3.

ご意見ボックス

選書ツアーは、学生が直接書店に行って、

「トッポはどうしてトッポというのか」、

図書館においてほしい本を探すイベントです。

「図書館に行けばトッポくんに会えるの

こちらも昨年に続き実施できていませんが、

か」など、直接聞くのは恥ずかしい質

学生の目線でみんなに読んでもらいたいおす

問や要望などは、１階に設置してある

すめ本などを自由に選んだりできる楽しい企

ご意見ボックスへ！（匿名で OK ！）

画となっています。

質問への回答は、まとまり次第展示ス

トッポでない方でも参加できますので、開催

ペースでお知らせします。

することになったらぜひご参加ください！

トッポのことだけでなく、図書館に関する質問など、皆さんからのたくさんのご
意見お待ちしています。

説ですが、高校生以来日本史について

豊橋

鈴木 萌日 さん
オススメ

『麦本三歩の好きなもの』
住野よる 著（幻冬舎 2019）
：Su63
名図開架 913.6：Su63

主人公の麦本三歩(さんぽ)は少しおっ

う。このようにこの作品は、好きなも

ちょこちょいで、ぼんやりしている。

のや仕事、日々の生活等、三歩の何気

そして、散歩、寝ること、チーズ蒸し

ないことを描いた短編集となっていま

パン、お菓子等、好きなもので溢れて

す。好きなものがあることで、日常生

いる。そんな三歩は、大学図書館で働

活を楽しく過ごすきっかけになること

いている。仕事でミスして先輩に怒ら

を感じられる1冊となっています。三

れながら、個性豊かな職場の仲間と共

歩の微笑ましい日常をぜひ読んでみて

に日々仕事をこなしている。そして、

ください。

休みの日には好きなものをたくさん買

TOYOHASHI

ALIC

豊橋図書館学生サポーター ALICe
ALICeは、随時メンバーを募集しています。
少しでも興味を持った方は、
ご連絡ください。

ALICeという名称はAidai Library Clubの
については明確な
頭文字が由来です。
「e」
意味が決まっておらず、模索中です。

名古屋

水野 花音 さん
オススメ

『江戸川乱歩傑作選』
江戸川乱歩 著（新潮社 2009）
［新潮文庫］
名図文庫 913.6:E24

日本の文豪として有名な江戸川乱歩。

代表する九編が収録されています。

江戸川乱歩といって探偵小説をイメー

何度読んでも鮮明で禍々しい、でも好

ジしたでしょうか。しかし、乱歩の傑

奇心を掻き立てられる魅力的な乱歩の

作はそればかりではありません。

世界観を是非体感してください。

乱歩の得意とするのは、幻想的で怪奇

の影響により、活動ができていません。

と快楽と惨劇を描き怪奇趣味の極限を

西村 咲良 さん
オススメ

星新一 著（新潮社 1987）[新潮文庫]
車図開架 913.6:H92

この星新一の「ボッコちゃん」はSF

星新一のユニークな発想と作風は多く

のようなミステリーのような短編小説

の方に印象を持たせると思いますので

集です。5分も経たずにストレス無く

是非読んでみてください！

1つの物語が読めてしまうので読書が

ながら、
テーマを決めた本の展示、選書ツ
行っています。
昨年度、
今年度はCOVID-19

クを用いたデビュー作をはじめ、苦痛

『ボッコちゃん』

習室に集まってメンバーで話し合いを行い
アー、新聞記事と関連本の紹介などを例年

的な恐怖とも呼べる芸術なのです。
特異な暗号コードによる巧妙なトリッ

名古屋

主な活動は、週に1度図書館のグループ学

活動はメンバーで話し合い空きコマに行う
ため、学業、部活・サークル、
アルバイトとの
並立が可能です。図書館が好き、本が好

苦手な方や息抜きにもおすすめです。

き、大学で何か新しいことをやってみたいな

各物語のラストにあっと驚くことやも

ど、興味を持った方は学年・所属学部・専

う一度読み返して物語の中にある仕掛
けに気づくこともこの本の楽しみ方で
す。

攻問わずぜひ図書館へご連絡ください！

Column 〈私にとって読書とは〉

読書とは
「心の余裕の指標」
なのだと思います。
豊橋サポーター代表

櫻井 綾

愛知大学図書館のOPACにログイ
ンして自分の貸出履歴を見てみると、
授業の課題に関係がない本を積極
的に借りている時期は、
スケジュール
に余裕がある、
または何かに対して前
向きな気持ちを持っている時期だということに気づきました。
また、2020年度の春学期は、授業が完全にオンラインで
自宅にいる時間が長かったにも関わらず、授業の受講や課題
に追われて読書をしていた記憶がありません。
過去を振り返ると、
「趣味は読書です」
と言って
いた時期もありました。心に余裕があった時期と
合致します。
あの頃のようにまた、心に余裕を持っ
て読書を楽しむ生活を送りたいと思っています。
本蔵くん
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アリスちゃん
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