
公益財団法人図書館振興財団 

第１９回 子どもの本 この１年を振り返って ２０１８年 講演録 

■ヤングアダルトの部■ 

 

日本子どもの本研究会・ヤングアダルトアートブックス研究会 

木下 通子 

 

◆ 平成の終わり 

・ スターの引退 ・小室哲哉 ・安室奈美恵 

・ 若手の活躍 羽生結弦・大坂なおみ・池江璃花子・藤井聡太・仲邑菫 

・ 不祥事  山口メンバー  日大悪質タックル  レスリングパワハラ 

・ オウム死刑執行 安田純平さん解放 

 

◆ 災害 

・ 西日本豪雨 

・ 草津白根山噴火 

・ 大阪・北海道地震 

 

◆ 家族の多様性・ジェンダー 

・ 万引き家族（是枝裕和監督） 

・ おっさんずラブ（テレビ朝日） 

・ 同性の結婚 

・ ＬＧＢＴ 

 

◆ ビジュアル本が多く出版される 

 

◆ ＹＡのための外国文学 

 

◆ 心理系コミックエッセイが数多く出版される 
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中
『給食アンサンブル』（飛ぶ教室の本）/如月　かずさ著/光村図書出版/２０１８．９/￥９５０/（９１
３．６）

中 『放課後ひとり同盟』/小嶋　陽太郎著/集英社/２０１８．４/￥１５００/（９１３．６）

★ ＹＡ 『１４歳、明日の時間割』/鈴木　るりか著/小学館/２０１８．１０/￥１３００/（９１３．６）

★ ＹＡ 『緑のなかで』/椰月　美智子著/光文社/２０１８．９/￥１５００/（９１３．６）

★ ＹＡ 『夏空白花』/須賀　しのぶ著/ポプラ社/２０１８．７/￥１７００/（９１３．６）

★ ＹＡ 『風に恋う』/額賀　澪著/文藝春秋/２０１８．７/￥１６００/（９１３．６）

★ ＹＡ 『青少年のための小説入門』/久保寺　健彦著/集英社/２０１８．８/￥１６５０/（９１３．６）

ＹＡ 『ブロードキャスト』/湊　かなえ著/ＫＡＤＯＫＡＷＡ/２０１８．８/￥１５００/（９１３．６）

★ ＹＡ
『わたしが少女型ロボットだったころ』/石川　宏千花著/偕成社/２０１８．８/￥１５００/（９１３．
６）

★ ＹＡ
『善いミリー、悪いアニー』（ハヤカワミステリ文庫）/アリランド著，国弘　喜美代訳/早川書
房/２０１８．１/￥１０００/（９３３．７）

中 『地図を広げて』/岩瀬　成子著/偕成社/２０１８．７/￥１５００/（９１３．６）

★ ＹＡ 『そして、バトンは渡された』/瀬尾　まいこ著/文藝春秋/２０１８．２/￥１６００/（９１３．６）

★ ＹＡ 『ファーストラヴ』/島本　理生著/文藝春秋/２０１８．５/￥１６００/（９１３．６）

★ ＹＡ 『万引き家族』/是枝　裕和著/宝島社/２０１８．６/￥１３００/（９１３．６）

★ ＹＡ
『フーガはユーガ　ＴＷＩＮＳ　ＴＥＬＥＰＯＲＴ　ＴＡＬＥ』/伊坂　幸太郎著/実業之日本社/２０１８．１
１/￥１４００/（９１３．６）

ＹＡ 『青空と逃げる』/辻村　深月著/中央公論新社/２０１８．３/￥１６００/（９１３．６）

中
『変化球男子』（鈴木出版の児童文学）/Ｍ．Ｇ．ヘネシー作，杉田　七重訳/鈴木出版/２０１
８．１０/￥１６００/（９３３．７）

中
『エヴリデイ』（Ｓｕｎｎｙｓｉｄｅ　Ｂｏｏｋｓ）/デイヴィッドレヴィサン作，三辺　律子訳/小峰書店/２
０１８．９/￥１８００/（９３３．７）

■ＹＡが主人公

■家族がテーマ

■中学生におすすめ
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中
『風がはこんだ物語』/ジルルイス文，ジョーウィーヴァー絵，さくま　ゆみこ訳/あすなろ書
房/２０１８．９/￥１４００/（９３３．７）

中 『短歌タイムカプセル』/東　直子ほか編著/書肆侃侃房/２０１８．１/￥１５００/（９１１．１６７）

中
『フローラ』（ＳＵＰＥＲ！ＹＡ）/エミリーバー作，三辺　律子訳/小学館/２０１８．２/￥１５００/
（９３３．７）

中 『この川のむこうに君がいる』/濱野　京子作/理論社/２０１８．１１/￥１４００/（９１３．６）

中
『ドリームプロジェクト』（わたしたちの本棚）/濱野　京子著/ＰＨＰ研究所/２０１８．６/￥１４００/
（９１３．６）

中 『探偵は教室にいない』/川澄　浩平著/東京創元社/２０１８．１０/￥１５００/（９１３．６）

中
『不思議の国の少女たち』（創元推理文庫）/ショーニンマグワイア著，原島　文世訳/東京創
元社/２０１８．１０/￥８４０/（９３３．７）

ＹＡ
『刑務所しか居場所がない人たち　学校では教えてくれない、障害と犯罪の話』/山本　譲司著/
大月書店/２０１８．５/￥１５００/（３２６．５２）

ＹＡ
『ブラック校則　理不尽な苦しみの現実』/荻上　チキほか編著/東洋館出版社/２０１８．７/￥１
５００/（３７５．２）

★ ＹＡ
『学校に行きたくない君へ　大先輩たちが語る生き方のヒント。』/全国不登校新聞社編/ポプラ
社/２０１８．８/￥１４００/（３７１．４２）

★ ＹＡ
『ゴリラからの警告　人間社会、ここがおかしい』/山極　寿一著/毎日新聞出版/２０１８．４/￥１
４００/（９１４．６）

★ ＹＡ
『ＡＩ　ｖｓ．教科書が読めない子どもたち』/新井　紀子著/東洋経済新報社/２０１８．２/￥１５００
/（００７．１３）

★ ＹＡ
『１０年後の仕事図鑑　新たに始まる世界で、君はどう生きるか』/堀江　貴文ほか著/ＳＢクリエ
イティブ/２０１８．４/￥１４００/（３０４）

★ ＹＡ
『北欧に学ぶ小さなフェミニストの本』/サッサブーレグレーン作，枇谷　玲子訳/岩崎書店/２
０１８．５/￥１５００/（３６７．１）

★ ＹＡ 『日本のヤバい女の子』/はらだ　有彩著/柏書房/２０１８．６/￥１４００/（９１０．２）

★ ＹＡ
『みえるとかみえないとか』/ヨシタケ　シンスケさく，伊藤　亜紗そうだん/アリス館/２０１８．７/
￥１４００/（絵本）

ＹＡ
『かならずお返事書くからね』/ケイトリンアリフィレンカほか著，リズウェルチ編，大浦　千鶴
子訳/ＰＨＰ研究所/２０１８．３/￥１６００/（２８９．３）

■現在（いま）を描く

■ＡＩに

■多様性ジェンダー
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★ ＹＡ
『ようこそ、難民！　１００万人の難民がやってきたドイツで起こったこと』/今泉　みね子著/合同
出版/２０１８．２/￥１５００/（３３４．４３４）

中
『ふたりママの家で』/パトリシアポラッコ絵文，中川　亜紀子訳/サウザンブックス社/２０１
８．１０/￥２３００/（絵本）

★ ＹＡ 『「女子」という呪い』/雨宮　処凛著/集英社クリエイティブ/２０１８．４/￥１１００/（３６７．２１）

中
『サイドトラック　走るのニガテなぼくのランニング日記』/ダイアナハーモンアシャー作，武富
博子訳/評論社/２０１８．１０/￥１６００/（９３３．７）

中
『ともだちってどんなひと？』（ＬＬブック）/赤木　かん子著，濱口　瑛士絵/埼玉福祉会出版部/
２０１８．１０/￥１８００/（１５８）

中
『みんなちがって、それでいい　パラ陸上から私が教わったこと』（ポプラ社ノンフィクション）/宮崎
恵理著，重本　沙絵監修/ポプラ社/２０１８．８/￥１３００/（７８２．３）

ＹＡ
『うつ病九段　プロ棋士が将棋を失くした一年間』/先崎　学著/文藝春秋/２０１８．７/￥１２５０/
（７９６．０２１）

★ ＹＡ
『ＭＡＲＣＨ　１～３（全３巻）』/ジョンルイスほか作，ネイトパウエル画，押野　素子訳/岩波
書店/２０１８．３～/￥１９００～/（３１６．８５３）

ＹＡ 『原爆　広島を復興させた人びと』/石井　光太著/集英社/２０１８．７/￥１６００/（２１７．６０６　）

ＹＡ
『生きづらい明治社会　不安と競争の時代』（岩波ジュニア新書）/松沢　裕作著/岩波書店/２０
１８．９/￥８００/（２１０．６）

中
『石たちの声がきこえる』/マーグリートルアーズ作，ニザールアリーバドル絵，前田　君江
訳，ファラーフラヒームアラビア語訳/新日本出版社/２０１８．８/￥１５００/（絵本）

ＹＡ 『ある晴れた夏の朝』/小手鞠　るい著/偕成社/２０１８．８/￥１４００/（９１３．６）

中
『戦争なんか大きらい！　絵描きたちのメッセージ』/子どもの本九条の会著/大月書店/２０１
８．９/￥１８００/（３１９．８）

ＹＡ
『マリーアントワネットの日記　１～２』（新潮文庫ｎｅｘ）/吉川　トリコ著/新潮社/２０１８．８/￥５
５０～/（９１３．６）

★ ＹＡ 『ノモレ』/国分　拓著/新潮社/２０１８．６/￥１６００/（３８２．６８）

★ ＹＡ
『ＴＨＥ　ＬＡＳＴ　ＧＩＲＬ　イスラム国に囚われ、闘い続ける女性の物語』/ナディアムラドほか
著，吉井　智津訳/東洋館出版社/２０１８．１１/￥１，８００/（３０２．２７３）

★ ＹＡ
『８２年生まれ、キムジヨン』/チョ　ナムジュ著，斎藤　真理子訳/筑摩書房/２０１８．１２/￥１
５００/（９２９．１３）

■障害とともに

■歴史に学ぶ戦争を知ろう

■世界を知ろう
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★ ＹＡ
『台湾の若者を知りたい』（岩波ジュニア新書）/水野　俊平著/岩波書店/２０１８．５/￥８６０/
（３０２．２２４）

ＹＡ
『雑草はなぜそこに生えているのか　弱さからの戦略』（ちくまプリマー新書）/稲垣　栄洋著/筑
摩書房/２０１８．１/￥８４０/（４７１）

ＹＡ 『ほぼ命がけサメ図鑑』/沼口　麻子著/講談社/２０１８．５/￥１８００/（４８７．５４）

★ ＹＡ
『リアルサイズ古生物図鑑　古生代編　古生物のサイズが実感できる！』/土屋　健著，群馬県
立自然史博物館監修/技術評論社/２０１８．８/￥３２００/（４５７）

ＹＡ
『宮沢賢治の元素図鑑　作品を彩る元素と鉱物』/桜井　弘著/化学同人/２０１８．６/￥１６００/
（４３１．１１）

★ ＹＡ
『わけあって絶滅しました。　世界一おもしろい絶滅したいきもの図鑑』/丸山　貴史著，今泉　忠
明監修，サトウ　マサノリほか絵/ダイヤモンド社/２０１８．７/￥１０００/（４８２）

ＹＡ
『知っていますか？ＳＤＧｓ　ユニセフとめざす２０３０年のゴール』/日本ユニセフ協会制作協力/
さえら書房/２０１８．９/￥２５００/（３３３．８）

★ ＹＡ
『世界を変えた５０人の女性科学者たち』/レイチェルイグノトフスキー著，野中　モモ訳/創元
社/２０１８．４/￥１８００/（４０２．８）

★ ＹＡ
『世界を変えた１００人の女の子の物語　グッドナイトストーリーフォーレベルガールズ』/エレナ
ファヴィッリほか文，芹澤　恵ほか訳/河出書房新社/２０１８．３/￥２４００/（２８０．４）

中
『大統領を動かした女性ルースギンズバーグ　男女差別とたたかう最高裁判事』/ジョナウィン
ター著，ステイシーイナースト絵，渋谷　弘子訳/汐文社/２０１８．３/￥１８００/（絵本）

ＹＡ 『極夜行』/角幡　唯介著/文藝春秋/２０１８．２/￥１７５０/（２９７．８）

ＹＡ
『いつかすべてが君の力になる』（１４歳の世渡り術）/梶　裕貴著/河出書房新社/２０１８．５/
￥１３００/（７７８．７７）

ＹＡ 『本のエンドロール』/安藤　祐介著/講談社/２０１８．３/￥１６５０/（９１３．６）

★ ＹＡ
『多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。』/Ｊａｍマンガ文，名越　康文監修/サンクチュア
リ出版/２０１８．７/￥１１００/（１５９）

★ ＹＡ 『生理ちゃん』/小山　健著/ＫＡＤＯＫＡＷＡ/２０１８．６/￥１２００/（７２６．１）

■コミックエッセイ

■自然科学

■女性活躍

■ノンフィクション作品
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ＹＡ 『俺、つしま』/おぷうのきょうだい著/小学館/２０１８．４/￥１０００/（６４５．７）

★ ＹＡ
『しんどい母から逃げる！！　いったん親のせいにしてみたら案外うまくいった』/田房　永子著/
小学館/２０１８．３/￥１０００/（９１６）

★ ＹＡ
『僕が僕であるためのパラダイムシフト』/ＥＭＩ著/ＫＡＤＯＫＡＷＡ/２０１８．１２/￥１０００/（９１
６）

中
『１３歳からの絵本ガイド　ＹＡのための１００冊』/金原　瑞人ほか監修/西村書店/２０１８．４/
￥１８００/（０１９．５３）

★ ＹＡ
『黒板アート甲子園作品集　高校生たちの消えない想い』/日学株式会社総監修/日東書院本
社/２０１８．９/￥３６００/（７２０．８７）

ＹＡ 『地球星人』/村田　沙耶香著/新潮社/２０１８．８/￥１６００/（９１３．６）

ＹＡ 『彼女は頭が悪いから』/姫野　カオルコ著/文藝春秋/２０１８．７/￥１７５０/（９１３．６）

★ ＹＡ 『愛なき世界』/三浦　しをん著/中央公論新社/２０１８．９/￥１６００/（９１３．６）

ＹＡ
『５４字の物語　意味がわかるとゾクゾクする超短編小説』/氏田　雄介作，佐藤　おどり絵/ＰＨ
Ｐ研究所/２０１８．３/￥１０００/（９１３．６）

■他にもいろいろ

6



 

公益財団法人図書館振興財団 

第１９回 子どもの本 この１年を振り返って ２０１８年 講演録 

■ヤングアダルトの部■ 

 

講演：日本子どもの本研究会・ヤングアダルトアートブックス研究会 木下 通子 

 

 みなさん、こんにちは。ヤングアダルトアートブックス研究会の木下通子と申します。まず、

「『ヤングアダルトアートブックス研究会』とは何か」と思われる方もいらっしゃることと思い

ますので、少しご説明いたします。本日、会場にも「日本子どもの本研究会」の会員の方も多く

いらっしゃるのではと思いますが、その中で「ヤングアダルト」＝中学生・高校生に関心がある

メンバーが集まり、「ヤングアダルトアートブックス研究会」（以下「研究会」）が２年前に発

足されました。現在、隔月くらいで中学生や高校生を交えて読書会を行ったり、出版社の方をお

呼びして勉強会を行ったりしています。私自身、埼玉県立浦和第一女子高校の司書として務めて

おり、研究会メンバーの中にも学校司書がいます。中学生から高校生に向けた面白い本に加えて

「アートブックス」、いわゆる「ヤングアダルト本」と言われている読み物だけではなく、最近

はビジュアル系の本も多く出版されていますが、そういった作品もまとめて一緒に読み、勉強し

ています。本日ご紹介するおすすめ本は、研究会のメンバー４～５名で２０１８年を振り返り、

どんな本が面白かったかを３～４か月の間に何回か集まって合評して、選んだものです。私自身、

高校の司書であるため高校生たちとは近しく過ごしており、彼らが注目する本も分かるのですが、

残念ながら中学生については現場のリアルな感じが掴めていません。また、今年は外国文学でと

てもよい作品が多く出版され、薦められて頑張って読みましたが、限られた時間の中で全てをご

紹介することは難しいので、今回は特に私が得意とするジャンルを多めにご紹介していくことと

なりますが、予めご了承いただければと思います。 

 

■ＹＡが主人公 

 では、１冊目を紹介したいと思います。今年は「平成最後」という年で節目のニュース、嵐の

活動休止や、安室奈美恵さんや小室哲哉さんの引退なども、ヤングアダルト世代にとっては非常

に大きなニュースで、ある意味、時代が変わるという転換期でもあったのではないかと思います。

絵本やフィクションと同様にヤングアダルトの分野でも、２０１８年は家族の多様性やジェンダ

ーなどについて問われるような作品が多く出版された年でもあったように思います。そういった

中から、小説をはじめいくつか紹介してきたいと思います。 

 

 『１４歳、明日の時間割』。著者は鈴木るりかさんです。鈴木るりかさんの本は、『さよなら、

田中さん』（小学館，２０１７年１０月刊）がとても話題になりましたが、今回はそこから更に

一歩進んだような、読ませる短編を書いています。私が勤務している学校でも大人気で、貸し出

しが続いています。 

 

 続いて『緑のなかで』。著者は椰月美智子さんですが、お好きな方は非常にお好きという作家

さんであるように思います。椰月さんは比較的スピリチュアルな作品を書かれることも多いです
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が、今回の作品では家族の形を描いた物語で、大学生が主人公です。登場する大学は「Ｈ大学」

と書かれていますが、北海道大学ですね（笑）。主人公の啓太は関東在住ですが、北大に入学し

大学の学生寮に入って、そこでたくさんの新しい友達と出会います。そこで展開する物語の瑞々

しさもとてもいいのですが、そこから更に、実はお母さんが不倫をしていたという家族の問題が

出現し、父と母の関係がどうなるのか、そして主人公が自身と親の関係について、彼が大人にな

っていく過程でどう捉えていくのかということも描かれています。少し新しい視点で家族を描い

たＹＡ世代の男の子を主人公にした小説でした。 

 

 次に、須賀しのぶさんによる『夏空白花』。これは戦争が始まったために、中止となってしま

った高校野球を復活させようとする物語で、新聞記者を中心に展開する人間模様がすごくよく描

かれています。『下町ロケット』（池井戸潤）にも似た雰囲気を持つ、しかしそれを更にハード

にした感じの物語で、こちらもとても面白い作品でした。 

 

 『風に恋う』。こちらは額賀澪さんによる作品です。額賀さんも新しい作家さんですが、これ

までにもたくさんの小説を発表されていて、実際の高校生を追いかけながら書いている方です。

本作品にも埼玉県の高校の吹奏楽部が登場しますが、これも取材に基づいて描かれているそうで

す。余談ですが、埼玉県の高校の入試問題で額賀さんのスピンオフ作品の一節が使われていて、

ご本人が大喜びで、Ｉｎｓｔａｇｒａｍでそのことを報告されていたそうです(笑)（https://ww

w.instagram.com/nukaga_mio/p/Bugb5u0F8jU/）。中学生・高校生くらいの子たちの心情を表現す

ることがとても上手な方で、おそらく今後もたくさん登場される作家さんではないかと思います。

とても読みやすいので、ぜひ皆さんにも読んでいただけたらと思います。 

 

 『青少年のための小説入門』は「満を持して描かれた」作品という印象で、正直「次があるの

か」というほどよく練り上げられた物語でした。いじめに遭っている中学生の一真が、その状況

から脱却するために、何か自分でできることはないかと考えています。そんな彼が、ディスレク

シアではあるけれどすごく頭が良くて、あらゆる小説のプロットを組み立てることができるヤン

キーの若者、登とタッグを組み、小説を書いていくという物語です。私自身、学校図書館で勤務

する人間として面白かったことは、本作に登場する多くの名作についての解説が、なかなか適当

であるということです。いい本だけではなく「駄作」という作品もきちんと読んで、その駄作を

も小説に取り入れようとしているところが、とても新しく面白い小説でした。 

 

■家族がテーマ 

 次に「家族」をテーマとした作品を集めました。『わたしが少女型ロボットだったころ』。こ

ちらは中学生くらいから読める作品です。もうお読みになった方もいらっしゃるかと思いますが、

不思議な印象を受けませんでしたか？物語も主人公の少女がある日、自分がロボットだったとい

うことに気がつくところから始まります。実は彼女は摂食障害を患っているのですが、これは彼

女とその母親との関係が影響しています。物語の始まり方も不思議ですが、この子を支える友達

がすごくいい人たちで、みな、この子がロボットであることを受け入れていきます。そして、少
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女が自身の親との関係も含めどう乗り越えていくか。今どきの子どもたちの心に、大変寄り添っ

ている作品だと思いました。 

 

 外国文学から『善いミリー、悪いアニー』を紹介します。物語は、アニーの告発によって彼女

の母親が逮捕されるところから始まります。その後、アニーは「ミリー」と名を変え、ロンドン

の里親に引き取られますが、そこでもまたいじめに遭います。彼女の心の中に良い自分と悪い自

分が出現し、葛藤が起こります。読み応えがある作品ですが、読んでいて心が苦しくなるような

お話で、高校生よりも大人の私たちが読んだほうが、心にぐっとくるような作品かもしれません。 

 

 『そして、バトンは渡された』。瀬尾まいこさんは、中・高校生からとても人気のある作家さ

んで、もともとは中学校の国語の先生を務めていらっしゃった方でもあります。教師を辞められ

た後、作家さんになり独り立ちされ、まだ小さなお子さんの子育て中であるそうです。この物語

では、優子という女の子が主人公ですが、お父さんが３人とお母さんが２人。１７年間生きてい

る間に、自分の家族の形が７回も変わっています。産みのお母さんは幼い時に亡くなり、お父さ

んに育てられますが、そのお父さんが再婚することになります。しかし、お父さんの海外転勤が

決まり、お父さんの再婚相手の女性から、一緒に住もうと提案されます…。このように、色々な

人々が入れ替わり立ち代わり、優子の人生に関わってくることになるのですが、登場する人は皆

いい人で、最後は本当にほっこり、ハッピーエンドで少し涙が出てきてしまうようなお話です。

物語も優子が通う高校の面談から始まりますが、面談の際、担任の先生から「困ったことやつら

いことは話さないと伝わらないわよ」（ｐ．４）と言われます。でも当の優子は「全然不幸では

ない」のです。また、瀬尾さんは食べるものを書くのがとても上手な作家さんで、何でもおいし

そうです。私自身、この作品は「本屋大賞」（「本屋大賞」ＨＰ https://www.hontai.or.jp/）

を取ると思っています（２０１９年３月１４日現在）。うなずいていらっしゃる方、いますね(笑)。

ぜひ、その点にもご注目いただければと思います。 

 

 『ファーストラヴ』も直木賞（２０１８年上半期）を受賞した作品ですので、既にお読みにな

っている方もいらっしゃるかもしれません。島本理生さんはどちらかと言うと、『ナラタージュ』

（角川書店，２００５年２月刊）のような、男女間の比較的どろどろしたものを描いた作品の印

象が強かったのですが、本作は家族を描いた物語でした。画家の父親とその再婚相手との間に産

まれた大学生の環菜は、父親を刺し殺し逮捕されますが、彼女自身はなぜ父親を殺したのかが分

かりません。臨床心理士の由紀は事件についての執筆を依頼され、環菜にインタビューを行い、

その生い立ちを聞いていきますが、その過程で自身のつらい過去もよみがえってきます。環菜と

由紀の話が交互に展開してつながっていき、これまでの島本さんの小説とは少し作風が変わった

と思わされます。さすが賞を取っただけあると感じさせてくれる作品でした。 

 

 『万引き家族』は、映画をご覧になった方もいらっしゃると思います。これも家族の多様性を

描いた作品です。是枝さんがご自身の映画の書き下ろしをされたためか、私の周りでこの映画を

観た人は、映画と小説の内容がとても似通った印象だと言っていました。この小説でも、虐待を
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受けている女の子を擬似家族とも言える人々が引き取り、彼らの人間模様が描かれています。昨

年度のＹＡを語る上で、大きなキーワードの１つでもある「家族」をテーマにしている意味で、

外せない作品であると思いました。 

 

 「家族」というテーマで最後に紹介するのは『フーガはユーガ』。こちらも著者が伊坂幸太郎

さんと有名な方ですし、お読みになっている方も多くいらっしゃることと思います。伊坂さんの

作品は、公共図書館などでも非常に人気があります。主人公は「フーガ（風我）」と「ユーガ（優

我）」という双子で、物語は仙台市内のあるファミレスで、優我が１人の男性に自身の過去を語

るところから始まります。この双子には特殊能力があり、誕生日の日だけ互いの体が入れ替わる

のです。その能力を武器に彼らは何をするのか。この物語の背景にあるものも虐待で、２人には

父親から暴力を受けながら育ったという過去があります。そんな彼らが、どんな人生を歩んでい

くのかを「伊坂幸太郎節」とも呼ぶべきテイストで描いた作品で、本作も今の時代を象徴してい

る物語であるように思います。 

 

■現在（いま）を描く 

 続いて「現在（いま）を描く」というテーマで集めた作品を紹介したいと思います。まず、『学

校に行きたくない君へ』。これも学校図書館では定番の本で、少し前に亡くなられた樹木希林さ

んやリリー・フランキーさん、表紙を描いている西原理恵子さんなど、不登校であったり、少し

不遇な子ども時代を過ごされたりした方々が、ご自身の体験などを語られています。本書を編集

されたのは全国不登校新聞社で、編集やインタビューに関わられたのもやはり不登校・ひきこも

りの当事者や経験者である子どもや若者の方々です。そんな方々が「自分が本当に聞きたいこと

を聞く」という思いから自ら人選も行い、取材されたそうです。このタイトルも興味を引きます

ので、ＹＡコーナーに置いておくと子どもたちが自然に手に取ってくれる本ではないかなと思い

ます。 

 

■ＡＩに 

 ＡＩ関係の本も、今年は多く出版されたように思います。まず、『ゴリラからの警告』を紹介

します。これは、山極寿一さんという、ゴリラについて研究をされている方が書かれていますが、

毎日新聞の連載コラム「時代の風」を大幅に加筆されたものであるそうです。「私はゴリラの国

へ留学してきた。いつもそう言っている。まさか、と笑う人もいるが、私は本気でそう思ってい

る」（ｐ．２）という書き出しで始まりますが、人間の生活とゴリラの生態とをとてもリアルに

比較しています。最近は、物事を比較することに焦点を置いたタイプの本が非常に多くなってき

ているように感じますが、その中でもとても考えさせられる面白い本でした。 

 

 『ＡＩ vs. 教科書が読めない子どもたち』。これも外せない内容の本でした。実は私自身、

この新井紀子先生が提唱されている「リーディングスキル（基礎読解力）テスト」を埼玉県の教

育センターで受けたことがあります。テスト後に新井さんの講演を聞くという教職員対象の講座

でしたが、あまりできずにしょぼんとしてしまったくらいでした。しかし、新井先生が参加者の
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方々に「みなさん、点数が悪かったのではないですか？でも、そこで落ち込むことはありません。

みなさんはそういう訓練を受けていないのですから」と教師に向けておっしゃっていました（笑）。

新井先生の研究室の方も最初はテストの結果は芳しいものではなかったけれど、訓練を受けたら

次第にできるようになったと強調されていました。新井先生は本書で、「教科書が読める」とい

うことと「本が読める」ということは全く別ものであると解説した上で、「リーディングスキル

＝基礎読解力」を身につけることの重要性を説いています。現在の中・高校生は、単語や年表の

暗記、数学の計算など表層的な知識があるにも関わらず、教科書の記述の意味を理解するための

基礎読解力がとても低いということ、そのスキルの偏りはＡＩの特性ととても似ているため、将

来の労働力がＡＩにとって代わられる危険性があるということなどについて警鐘を鳴らされて

います。小学校の図書館などでも、「基礎読解力」をつけるためのサポートを行うためにはどう

したらよいかと考えさせられた１冊でした。 

 

 現在、落合陽一さんはとても多くのテレビ番組に出演されていますね。テレビで見ない日はな

いのではという落合さんと、「ホリエモン」こと堀江さんが書いた『１０年後の仕事図鑑』。こ

れも中・高校生に非常に人気の本です。今年は「激動の時代に生きる私たち」や「ＡＩ登場で私

たちの仕事がなくなる」といった、ざっくりしたテーマや内容の本が多いように感じます。本書

にも「ＡＩ」というキーワードが登場しますが、そこは、起業して色々なことにチャレンジされ

ている落合さんと堀江さんということもあり、「ＡＩが登場しても仕事はなくならない」「ＡＩ

ができないことはこういったこと」を説明した上で、「労働をするだけではなく、自分の頭で考

えて経営者の視点で仕事をしていこう」と「これからの若者たちはこういう面で頑張れよ」と語

りかけている本です。そういった言葉は若者の心に響いている印象がありますので、大人の方々

には、ぜひこういう本もチェックしていただけたらと思います。 

 

■多様性・ジェンダー 

 「多様性とジェンダー」というテーマでまとめた本の中から、『北欧に学ぶ小さなフェミニス

トの本』。これも人気があった本です。研究会では、本書の翻訳をされた枇谷玲子さんをお呼び

し、高校生と一緒に読書会をさせていただきました。エッバという女の子が朝ご飯を食べながら

新聞の４コマ漫画を探していますが、新聞の中のある写真が少しおかしいことに気づきます。写

真の中には「世界の権力者」たちが並んでいますが、みんな男性です。しかし、次のページをめ

くるとエッバの「ううん、本当はこうあるべきなのよ」（ｐ．１０）という言葉と共に、並んで

いる人々が全て女の子に代わっています。中には逆立ちしている子もいます。ここにいらっしゃ

るみなさんも、そうあるべきだと考えられていると思いますが、実際の世の中はなかなかこうは

なりませんね。この本は中・高校生くらいの、特に女の子が読むと「これから頑張ろう」と思わ

せてくれる本ですが、読書会で読んだ時には男子も一緒に参加してくれました。ジェンダーとい

ったテーマについて考えるきっかけとしては、とても大きい本だったのではと感じます。 

 

 『日本のヤバい女の子』は、昔話に登場するエキセントリックな女の子たちについて考える少

し面白い本です。「竹取物語」のかぐや姫なども登場します。最初に紹介されているのは「おか
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め」さん。おかめさんについては私自身あまり知らなかったのですが、彼女の「ヤバさ」は「献

身」的であるところ。彼女はベテラン大工・長井飛騨守高次の妻でしたが、ある時、重要な寺の

工事を任された高次は、柱を作るための木材を誤った寸法で切断してしまいます。パニックにな

っていた高次に、おかめさんはアドバイスし見事その危機を乗り越えます。しかし、アドバイス

したことをおかめさんは強く恥じ入り、ある行動に出てしまう。今の時代の感覚で見ると「何だ

こりゃ」ですが、そんな彼女の「ヤバさ」が訥々と解説されています。中学生や高校生にこの本

を読むと、笑いながら感想を語り合ってくれますが、やり取りする中で「そこに反応するんだ」

といったことも分かり、面白かったです。子どもたちは文章を表面的に読んでしまうことも多い

かと思いますが、本を手渡す大人が読んで理解し、どういった観点で読めばいいかなど一声添え

るとよいのではないかと思います。 

 

 絵本を紹介します。ヨシタケシンスケさんの『みえるとかみえないとか』。ヨシタケさんはや

はり高校生にもものすごい人気で、ＹＡを語る上で絶対に外せない作家さんです。本作は『目の

見えない人は世界をどう見ているのか』（光文社，２０１５年４月刊）の著者、伊藤亜紗さんに

ヨシタケさんが相談しながら描かれた本です。主人公の「ぼく」は宇宙飛行士で、色々な星の調

査をするのが仕事ですが、ある星で３つ目の宇宙人たちに出会います。彼らは前も後ろも一度に

見えるようで、地球人の「ぼく」は、２つ目しかないことについてとても気の毒がられます。で

も「みえかた」がちがうだけというだけで、「ぼく」にとってはこれが普通です。「見える人」

は「見えない人」を「気の毒」と一方的に捉えがちですが、「見えない人」と「見える人」とで

は世界の捉え方や感じ方が違う、つまり「３つ目の宇宙人」と「ぼく」のように、別の感性をも

って、違う世界に住んでいるとも言えるのだろうか、と考えさせられます。人によって価値観が

違うということをヨシタケさんが表現してくれていて、そんな部分がやはり中・高校生には響く

ようです。もちろん小学生にも。本を手渡す際は「ヨシタケさんの絵本だよ」というだけでなく、

彼が伝えたいことについても触れると、話題が広がる本ではないかと思いました。 

 

 異文化を知るという観点から紹介する１冊『ようこそ、難民！』。今、どの学校でも多文化・

異文化理解を進めるための授業が行われていますね。また、外国籍のお子さんも非常に増えてき

ていて、そういう方々とどのように共生していくかが問われている時代でもあります。この本で

は、難民の方たちをどのように捉えてきたかということが描かれていて、とても読み応えのある

本です。 

 

 フェミニズム関連本として話題となった『「女子」という呪い』。著者の雨宮処凛さんは非常

に有名ですし、以前からたくさんの本を書かれていますね。「女の子の生きづらさ」をテーマと

した本は私自身、女子校に勤めているということもあって特に注目して選書し、実際に生徒たち

もよく手に取ってくれています。共学の学校でお務めの方々に尋ねても、多様性についての理解

も広まり、様々な子どもたちがいるという状況が普通になってきている今、こういったテーマの

本は、意外と男の子にもよく読まれているということでお勧めの 1冊です。 
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■歴史に学ぶ・戦争を知ろう 

 次に『ＭＡＲＣＨ １～３』を紹介します。岩波書店のＨＰにもありましたが、本作品は初め

て岩波から出版されたグラフィック・ノベルで、アメリカの公民権運動で重要な役割を果たした

ジョン・ルイスさんの自伝を３冊にまとめたものです。これまでもジョン・ルイスさんについて

の本や、関連したテーマの作品は多く出版されていたように思いますが、グラフィック・ノベル

という形で出されたことに大きな意味があると評価されています。本作品で個人的に特に注目し

たのは、図書館の司書さんが登場するページでした。「私は図書館が大好きだった『ジェット』

や『エボニー』といった黒人雑誌や、『ボルチモア・アフロアメリカン』『シカゴ・ディフェン

ダー』といった黒人新聞を初めて見たのはこの図書館だ 図書館員のコリーン・ハーヴィーさん

のことは決して忘れない」（第１巻，ｐ．４９）と書かれています。彼女は子どもたちに色々な

本を読むように伝えていますが、やはり子ども 1人の図書館との出合いは、その子の後の人生を

形作るということが描かれているように感じます。 

 

■世界を知ろう 

 さて、「世界を知ろう」という視点で集めた４冊をご紹介したいと思います。まずは『ノモレ』。

本書は、国分拓さんが「ＮＨＫスペシャル」のために取材した内容をまとめたものです。国分さ

んはアマゾンにもう１５回ほど行かれていて、現地で文明社会とは未接触の原住民「イゾラド」

について、非常に入念に調べられたそうです。１００年以上前、アマゾンの森の奥のゴム農園で

は先住民の人々が、富を求めて渡ってきた白人の奴隷として働かされていました。その多くは「イ

ネ族」という部族でしたが、重労働と伝染病で多くの仲間たちが亡くなっていく中、ついに彼ら

は逃げ出します。しかし追っ手が迫り、誰もが諦めかけた時、彼らは故郷での再会を誓い二手に

別れて逃げます。彼らは二度と出会うことはありませんでしたが、本書では、その彼らの１００

年後を追っています。国分さんはノンフィクションの作家さんとしては非常に有名ですし、文章

も読みやすいので、この本も中・高校生やヤングアダルト世代にお勧めの１冊です。 

 

 昨年の１１月に出版された『ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＧＩＲＬ』。この本を書かれたナディア・ム

ラドさんはイスラム過激派ＩＳＩＳに捕えられ、性奴隷となった方です。以前刊行された『生き

ながら火に焼かれて』（スアド著）という本を覚えていらっしゃる方はいますか。あの本を読ん

だ時、私はまだ２０代で司書になりたてでしたが、日本はこんなに平和なのに、世界ではこんな

ことが起こっているのだと、大変な衝撃を受けました。昨年の暮れに読んだこの本も同様に衝撃

的な内容で、夜にずっと読んでいたのですが、途中でやめることができませんでした。３部構成

の本で、第１部ではムラドさんが住んでいるコーチョという、とてものどかな村について書かれ

ています。小林豊さんの『せかいいちうつくしいぼくの村』（ポプラ社，１９９５年１２月刊）

の情景を思い返していただければと思いますが、あの作品で描かれているような羊を飼っていて、

貧しいけれど夕飯にお母さんがお鍋を煮ていて「お帰り」と家族に呼びかけるような静かな暮し

です。しかし、突然ＩＳＩＳの戦闘員が現われ、村中の人々が集められます。人々は小学校に押

し込められ、男性と高齢女性たちは皆殺しにされてしまいます。ムラドさんを含む若い女性たち

だけが残され、ＩＳＩＳに連れ去られますが、彼女たちは文字通りご褒美として色々な男たちに
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買われ、性暴力を受けることになります。第２部では、彼女たちの悲惨な状況が綴られています

が、ムラドさんはある家族の助けを借りて、ＩＳＩＳから逃亡します。難民キャンプにたどり着

いた彼女はその後、ＩＳＩＳのジェノサイド（虐殺）について声を上げるようになります。そし

て、ＩＳＩＳによる性暴力の被害者の尊厳を訴えるために国連でスピーチを行い、その行動によ

って彼女はノーベル平和賞を受賞するのです。メディアでもＩＳＩＳによる蛮行は伝えられてい

ましたし、ムラドさんが非常に過酷な経験をされた方であることは想像に難くありません。しか

しこの本は、ただ「知っている」ということと「理解する」ということは全く違うということを

強く思わせてくれます。図書便りを作成する際、「新着案内」で子どもたちに向けて書評を書い

ていますが、本書については特に熱く、思い入れをもって書きました。私が勤務する学校では、

この本もどんどん貸し出しされています。内容的にも手に取ることが難しい本ではあるかもしれ

ませんが、同じ世界でこんなことが起きているということを、今の日本の子どもたちに知っても

らうためにも読んでほしい１冊です。 

 

 同じ世界で起こっていることを知る上で、『８２年生まれ、キム・ジヨン』も外せない１冊か

と思います。こちらは韓国の女性の方が書かれた小説です。大変流行っている本ですので、お読

みになられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。キム・ジヨンは、ある小さな広告代理店

に勤めていますが、妊娠とともに退職し、女の子を出産します。しかし、その子が１歳の誕生日

を迎えた夏頃から、彼女に不思議な症状が表れ始めます。突然、彼女のお母さんや友人の人格が

憑依したかのように行動したり、話し出したりするのです。本書は終始ドキュメンタリータッチ

で描かれ、様々な人格を通してジヨンは、自身が感じていた苦しみやつらさを語り出します。お

そらくそれは、日本の女性たちが昭和時代に感じていたことにとても近いのではないかと感じま

した。韓国では大ベストセラーとなったそうで、現在、韓国の女性の方々は、ジェンダーの問題

についても強い関心をもって動いているようです。日本でも、女性がまだまだ生きづらいことは

変わっていないように感じます。中・高校生にもこういうことを知ってほしいと思い、紹介しま

した。 

 

 ４冊目は『台湾の若者を知りたい』です。岩波ジュニア新書でも「新しい形を作りたい」とい

う思いがおありのようで、本シリーズからは、様々なテーマの本が出されています。日本と台湾

の関係はおおむね良好ではあるものの、両国の若者世代が互いにコミュニケーションを取ったり

する機会はあまりありません。著者の水野俊平さんは、両国が今の関係を維持していくためには、

もっと私たちが台湾人の日常生活や考え方に関心を持つ必要があるのでは、とこの本を書かれた

そうです。本書では、台湾の小学生から大学生まで生の声を聞きながら、彼らの生活事情や学生

生活などを紹介しています。現在、台湾は非常に旅行しやすくなっているようで、日本でも修学

旅行の行き先が台湾という学校は多いようです。実はうちの学校もそうです。そういう意味でも

お勧めの本ですので、ぜひ図書館などに置いていただけたらと思います。 

 

■自然科学 

 テーマは「自然科学」に移ります。『リアルサイズ古生物図鑑 古生代編』。私は「埼玉県高
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校図書館フェスティバル」という会の実行委員長も務めていますが、この会で「埼玉県の高校図

書館司書が選んだイチオシ本」というフリーペーパーを作成しています（「埼玉県高校図書館フ

ェスティバル」ＨＰ http://shelf2011.net/htdocs/index.php?page_id=197）。毎年、埼玉県の県

立・私立高校に勤める司書およそ１００名が投票し、その年のベスト１から１０位までを決めて

いますが、２０１８年度、第１位に選ばれたのがこの本でした。本書では、先カンブリア時代末

の「エディアカラ紀」から古生代末の「ペルム紀」までの古生物を、魚屋から駐車場まで様々な

現代景色の中に配置し、そのリアルなサイズ感を描き出しています。古生物好きの間ではトレン

ドの「アノマロカリス」は、魚屋の売り物テーブルの上でサバやスズキと一緒に並べられていま

す。イカのお寿司と一緒に並んでいるのは「ネクトカリス」、チューリップの花束の中に一輪刺

さっている見慣れない生物は「シッファサウクトゥム・グレガリウム」です。埼玉県高校図書館

フェスティバルでは、著者の土屋健さんにインタビューも行っています（同ＨＰ「著者・編集者・

監修者への特別インタビュー」 http://shelf2011.net/htdocs/?page_id=202）。この本の古生物

たちは、群馬県立自然史博物館の学芸員の方々の監修の下、本当にサイズが合っているのかを逐

一確認しながら描かれたとのことで、掲載する生物も厳選されているそうです。正確な情報をき

ちんと検証しないまま作られている本もあると思われる中、図鑑として子どもたちも安心して使

える１冊です。夏には続編が出るとのことです。 

 

 『わけあって絶滅しました』。こちらの本で扱っているものも、やはり絶滅した生き物ですが、

目次を開いていただくと「油断して、絶滅」「やりすぎて、絶滅」というように、まず大きなテ

ーマで分けられ、その中で更に「やさしすぎて絶滅『ステラーカイギュウさん』」「のろますぎ

て絶滅『ドードーさん』」など絶滅した理由と共に、それぞれの生物の名前が並べられています。

読者の引きつけ方もとてもうまいです。おそらく小学校の高学年くらいの男子が大好きなタイプ

の本ではないでしょうか。個人的に少し面白いなと思ったのは、カモノハシのように「絶滅して

いそうで、助かった」という生き物も併せて紹介されているところです。皆さんもよくご存知の

始祖鳥も載っていますが、始祖鳥は「ちゃんと飛べなくて絶滅」。この疑問については、先程紹

介した土屋さんにも伺ってみたいところですが（笑）、みんなで読みながら「これ本当かな？」

という会話を楽しめる少し理系の本なども、図書館にあると面白いのではないかと思います。 

 

■女性活躍 

 続いて「女性活躍」というテーマで選んだ本を２冊。『世界を変えた５０人の女性科学者たち』。

これも定番の本ですね。残念ながら日本人の方は紹介されていません。しかし、キュリー夫人な

ど、少し前の時代から現在も活躍されている方々までたくさん取り上げられていて、興味深いで

す。見開きで１人ずつ、イラストと共に解説されています。おそらく授業などで調べる際に、コ

ンパクトで見やすい本を求める子どもたちもいるかと思いますが、そんな時に渡しやすい本では

ないかと思います。また、いつ頃から女性たちが教育や科学の世界に関わってきたかということ

が示された「歴史年表」も面白いです。子どもたちに、こんな本を紹介してもよいかもしれませ

ん。 

 

15



 

 ただ今紹介した本は、科学者に限定していましたが、『世界を変えた１００人の女の子の物語』

にはスーパーモデルなども含めて、様々な女性が登場します。「女性活躍」と言われる時代です

ので、女性が頑張らなければいけない感じでしょうか。アウンサンスーチーさんに始まり、ワン

ガリ・マータイさんまで五十音順に紹介されていますので、「何か調べよう」という時に目次か

ら引いていくことができます。ちなみに、日本人として唯一紹介されていたのは、オノ・ヨーコ

さんでした。 

 

■コミックエッセイ 

 コミックエッセイから、いくつか紹介します。コミックエッセイは、公共図書館などでも購入

されていたりするでしょうか？「これも学習マンガだ！」（http://gakushumanga.jp/）でも提

唱していますが、「楽しみながら学ぶ」ということで、私の学校でも『ちはやふる』や『キング

ダム』など人気マンガのほか、『あさきゆめみし』といった定番の作品なども購入しています。

同時に子どもたちからはコミックエッセイなどの要望もとても多く、これらも図書館に揃えてい

ます。 

 

 昨年のコミックエッセイで、とても人気があったのは『多分そいつ、今ごろパフェとか食って

るよ。』。非常に読みやすい本です。「人生って色々ある 嫌な人もいるし 理不尽な人もいる」

「人の幸せが気になったり」「自分を責めてしまったり」といったこともありがちで、「いつも

誰かのことを考えて 頭の中がぐるぐる」。でも、「考え方一つで…やつ（悩み）を消せるかも？」

（ｐ．１～９）。人間関係で悩んだときに「こう考えたらいいよ」とその対処法を、色々アドバ

イスしてくれている本です。本書のタイトルは、作者の女性が相手の何気ない一言に傷ついて友

人に相談の電話をした際、友人が言った「多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ」という言

葉が元になっているそうです。そもそもこういう本を手に取るのは「自分が悪いのではないか」

と思う繊細な人で、「自分は悪くない」と考える人は手に取らない（笑）。こういった作品は現

在たくさん出版されていますが、タイトル買いすると失敗することもあります。必ず書店でお手

に取っていただいて、中身をご覧になってから買われると安心かと思います。 

 

 昨年出版された中で非常に衝撃的だったのが『生理ちゃん』。元々ネットのサイトで公開され

ていたマンガです。これも私の学校の図書館に入っていますが、ものすごい人気で、今回の参加

者に男性の方は少ないかと思いますが、ぜひ男性にも読んでいただきたい。小山健さんのヘタう

まな絵で、擬人化された生理痛の「生理ちゃん」が、毎月女性たちのもとにやってきます。第１

話に登場する女性が「もう１カ月たったの？」と言うと、生理ちゃんは「どーですか 最近は」

と世間話を始めます。しかし、しばらくすると「じゃあそろそろいつものを…」と言い放ち、女

性をバシバシ殴り始める。すごいなという感じです（笑）。このリアルさが女子高生にはたまら

ないらしく、今や表現はここまでＯＫとなったのかと感じた作品でした。なぜか、第２話で生理

ちゃんと男性編集者の人が一緒に買い物に行くシーンもあるのですが、「女性は生理があるから

大変だよね」という男性に、「大変なのを生理を理由にできないのが大変なんですよ」と答える

生理ちゃん。これを男性である小山健さんが描いているのがすごい。こういったマンガも高校生
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はネットでたくさん見ています。図書館に置くかについては検討の必要があるかもしれませんが、

こういった本があることも知っていただいて、それを使って子どもたちとどんな話をしていくか

ということは、やはり大人として考えていくべきかと思います。 

 

 続いて「母もの」。いわゆる「毒母」もの。「毒父もの」とも言えるかもしれません。『しん

どい母から逃げる！！』。私自身、子どもが３人いるので、突っ込みを入れたくなる部分もあり

ますが、これもとても人気のある作家さんで、学校図書館でも非常によく回転している。そもそ

も「いい子」は何かあっても、いつも自分のせいにしてしまうので、このコミックにもあるよう

に、一旦親のせいしてみたら、案外うまくいったということはよくあるようです。こういったテ

ーマの本も非常に多く出ていますので、ぜひ中身をお読みいただいて、「本質は何であるのか」

「作家さんが言いたいことは何なのか」を見極めた上で、薦めたり購入されたりするとよいかと

思います。そうしたポイントを押さえておくと、子どもたちとの共感にもつながっていくのでは

ないかと思います。 

 

 うつ病関連の本もたくさん出ました。前々任校から今もつき合いがある元生徒の子から薦めら

れて読んで、私自身もリアルに感じた本が『僕が僕であるためのパラダイムシフト』。以前『う

つヌケ』（ＫＡＤＯＫＡＷＡ，２０１７年１月刊）という本が流行りましたね。うつになった方々

が、どのようにその状態から抜け出したかが綴られていて、うつの度合いを表す「うつ君」が出

てきます。『僕が僕であるための～』にも同じように、作者の分身ともいうべき男性にまとわり

つく黒い「鬱」が登場し、彼は常にしんどい思いをしています。この「鬱」を払うために、男性

がどのように動いていったかが描かれ、話の終わり方も、「鬱」な感じはまだ何となく現在進行

形ではあるけれど、彼自身がそんな自分を受け入れ「かっこ悪い自分も自分だ」と思えるように

なったという感じが伝わってきて、子どもたちにとっても救われる話ではないかと思います。す

ごい人になれなくてもいい。そういうところがリアルに伝わってくるコミックでした。 

 

■他にもいろいろ 

 「他にもいろいろ」というテーマで集めた本の中から『黒板アート甲子園作品集』を紹介しま

す。こういったビジュアル系の本も、非常に多く出版されるようになったという印象があります。

表紙で使われている絵は、埼玉県の高校による黒板アートです。「黒板アート甲子園」は２０１

６年より本大会が始まり、２０１８年度で第３回の開催となりました。そこでの受賞作を一挙に

集めて紹介している本です。黒板アートは消してしまったら、それで終わってしまいますが、ホ

ームページでも動画が公開されていますので（「日学・黒板アート甲子園」ＨＰ

http://kokubanart.nichigaku.co.jp/）、ぜひ併せてご覧いただけたらと思います。主に美術部な

ど、絵を描くことが好きな子たちが制作に関わっているようですが、黒板アートの描き方なども

収録されていて、絵を描くことが好きな人たちにとっては見ているだけでも楽しいのではないか

と思います。参加校の一覧なども載っています。卒業式のための黒板アートなど、おそらく都内

のどこの学校でもこういう活動をしている生徒はいると思いますので、こんな本も揃えて一緒に

展示してもよいのではないかと思います。 
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 最後にご紹介するのは、三浦しをんさんの『愛なき世界』です。これもとてもいい作品でした。

三浦しをんさんは、コアな職人さんを描くのがとても上手な方ですが、この作品でも、大学で植

物の研究を行っている女性が登場します。「Ｔ大」とあるので、おそらく東大でしょうか。主人

公は料理人見習いの藤丸陽太。彼には元々、特に大きな夢や希望があったというわけでもなく、

しかし子どもの頃から料理が得意だったということもあり、調理師の専門学校を卒業した後、Ｔ

大そばの洋食屋に弟子入りし、住み込みで働くようになります。Ｔ大そばということもあり、デ

リバリーサービスのため陽太は研究室にも出向くようになりますが、そこで植物を研究する変わ

り者の面々と出会います。その中に、シロイヌナズナを愛する本村紗英もおり、陽太は彼女に惹

かれていくようになります。本作品では、陽太と紗英の少し切ない関係が描かれていて、読み進

めていくと、タイトルでもある「愛なき世界」の意味が分かってきます。「仕事って何だろう」

とか「生きることって何だろう」ということを考えさせてくれる作品で、読後感がすごくさわや

かです。自分も「頑張ろう」という気持ちにさせてくれる１冊でした。 

 

■最後に 

 ２０１８年を振り返ると、平成という時代が終わるということもあり、これから自分たちがど

こに足をつけて生きていくのかということを、非常に考えさせられる年であったと感じています。

私たちが考えている子どもたち、特にヤングアダルトの世代は「本を読まない」と思われている

印象がありますが、司書として現場で子どもたちと触れ合いながら感じることは、読むことが「嫌

だ」と思っているわけではないということです。ただ、あまりに本が多すぎて、何を読んだらい

いのかが分からない。また、情報をたくさん持っているつもりになっているけれど、友だちの口

コミなど、実はその情報源がとても狭いということです。私たち大人は、新聞なりニュースなり

を通して得た情報が自分の中に蓄積されていて、それを基盤に、新しく入ってきた情報をどう判

断し、処理するかを考えます。しかし子どもたちは、そういった判断のための基盤がないまま、

ＬＩＮＥやＴｗｉｔｔｅｒなどから入ってくる情報だけで満足してしまっていて、世界が狭くな

っているのではないかと感じます。そういった状況を踏まえつつ、子どもたちに対し「大人にな

っていく時に、こういう情報は知っておくことが大切だよ」とか、「こういうことも一緒に学ん

でいくと楽しいよ」「世界はもっと広いんだよ」ということを伝えられるよう、学校図書館とし

て本を選び、提供していきたいなと思っています。 

 

 先程も申し上げた「埼玉県の高校図書館司書が選んだイチオシ本」については、ぜひ皆さんも、

私たちのホームページをご覧いただければと思います。ヤングアダルトコーナーを担当されてい

る図書館の方々は、どんな本を選んだらいいのかということを、常にとても悩んでいらっしゃる

ことと思います。ぜひ、こういった情報をご活用いただいたり、また、分からないことは、直接

他の現場の皆さんに聞いていただくということも１つの方法ではないかと思います。あるいは、

子どもたちに直接聞いていただくのもよいかと思います。「どんな本が好きなの」「何でこの本

を読んでいるの」とか「どんなことに興味があるの」と言うと、最初はうるさがられるかもしれ

ませんが、子どもたちは大人から、それも気持ちのいい大人から声を掛けられるのは大好きです。

ですので、一緒に子どもの本、そしてヤングアダルトについても考えていただけたらと思います。 
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 皆様、どうもありがとうございました。 

 

（於：株式会社図書館流通センター ２０１９年３月１３日・１４日） 

※本図書リストおよび講演録の無断転用・複製は固くお断りいたします。 
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