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第 17 号 2021 年 12 月 9 日 

編集・発行 

国際学院埼玉短期大学 

学生図書委員会 

〒330-8548 さいたま市大宮区吉敷町 2-5 

Tel：048(641)7468  Fax：048(641)7432 

E-mail:tosyokan@kgef.ac.jp 

Q1：普段どんな本を読みますか？ 
Q2：好きな作家はいますか？ 
Q3：学生時代の愛読書は何でしたか？ 
Q4：学生に 1冊薦めてください！ 

 

特集 新任の先生方へ読書アンケート 

倉澤俊夫先生(幼児保育学科) 

 

A1：昔は歴史ものを読むこと

が多かったですが、今は経済

関係の本を読むことが多くな

っています。仕事柄、教育関係

の本も結構読んでいます。 

 

A2：斎藤茂太。『モタさんの言

葉』は、NHK で放映されてい

た言葉を本にまとめたもので

す。あたたかい人の心に響く

言葉を読むと、心が洗われる

気がして気に入っています。 

 

A3：『沈黙』遠藤周作 著  

新潮社 

この本を読んで人生を考えて

来いという痛烈な言葉を与え

られた本です。 

今でも、心に 

残っています。 

 

 

 

 

A4：『小さな青い馬』 

今江祥智 文､宇野亜喜良 絵 

ポプラ社 

国語の教科書で読んだ学生も

いると思いますが、青い馬が

とても印象的で、心がちょっと

あたたまる話だと思います。 

教科書に掲載されている本を

ぜひ読んでみて 

ください。 

鈴木玉枝先生(健康栄養学科) 

 
A1：最近は小説｡気に入ったドラ

マの原作や､ニュースになった作品

は､まずプロローグとあとがきを

読んでみます。面白そうだと感じ

たら､本編も読んでみることにして

います｡娘が本好きなので､教えて

もらうことも多いです。 

A2：東田直樹。彼は無発語の自閉

症を抱えているのですが、ご家族

のサポートを受けつつ出版した

『自閉症の僕が飛び跳ねる理由』

では、彼の豊かな 

内面、内に秘めた 

可能性を 

強く感じました。 

 

A3：『病院で死ぬということ』 

山崎章朗 著 文芸春秋 

命や時間はとても貴重で、有限で

あることを再確認させてくれま

す｡学生時代は休みの日についダ

ラダラと過ごしてしまったり、1 日

の終わりに「今日は何もできなか

ったな」と思ったりすることもあり

ましたが、そんな時にはよくこの

本を開いて、やる気を取り戻させ

てもらっていました。 

A4：『希望の地図 3.11 から始ま

る物語』重松清 著 幻冬舎 

東日本大震災をテーマにした作品

で、物語の中には 

あの絶望的大災害に 

あっても希望を捨て 

ず前を向く人々が登 

場します。目標に向 

かって頑張っている皆さんの支え

になってくれると思います。  

 

栃木沙絵先生(健康栄養学科) 

 
A1：小さい頃から、母が読む分

厚い本に興味を持っていたが、

幼かった私は薄めの小説を読ん

でいました。好きになった小説

を何度も読み返して、今でもそ

の本は家に置いています。 

 

A2：上橋菜穂子。ファンタジーな

世界観で、身近に使われていな

い表現で理解しづらいこともあ

るが、感動や気持ちの変化、物

の見方が変わるような魅力を感

じました。 

 

A3：『獣の奏者』上橋菜穂子 著 

講談社 

母から借りてよく読んでいまし

た。決して人に馴れぬ孤高の獣

に向かって竪琴を奏でる少女の

シーンが印象的です。その獣が

戦に巻き込まれ 

てしまう中で､ 

少女のとる行動 

にとても感動し、 

何度も読み返し 

ていました。 

 

A4：『精霊の守り人』 

上橋菜穂子 著 偕成社 

アニメ化しているので、小説を読

んでアニメを鑑賞すると内容を

理解することができると思いま

す。何かを守 

ることの大切さ 

に気付かされる 

作品です。 
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★『ともだちや』 内田麟太郎著 偕成社 

友達って何でしょう？お金をもらってなれるものでしょうか？それって本

当に友達って言えますか？そんなことを考えさせられる本です。 

 幼児保育学科 2年Ｂ組 茂木 萌恵 

本の配架場所 1Ｆ絵本 分類記号 726.6 著者記号 F92 

『植物図鑑』 有川浩著 角川書店 

恋愛小説でキュンとするシーンもおすすめなのですが、とくにおすすめなの

は登場人物が植物の話をするシーンです。キュンキュンしながら、普段見かけ

る雑草の名前等の豆知識も知ることができます。 

 幼児保育学科２年B組 沖野 羽美 

『ふしぎ駄菓子屋銭天堂』 廣嶋玲子著 偕成社 

銭天堂では望みを叶えてくれるアイテムが登場しますが、欲望のままに使

うと天罰が下ってしまいます。思いやりを持つこと、欲張りすぎるとどうなっ

てしまうかを教えてくれる本です。 

 幼児保育学科 1年 A組 加羽澤 茉由 

★『パンどろぼう』 柴田ケイコ著 角川書店 

子どもはもちろん大人も楽しめるからです。どろぼうをするのは悪いこと

ですが、パンどろぼうはお茶目で憎めないキャラクターだったり、独特な間が

あってつい笑ってしまいます。笑って楽しむだけでなく、やってはいけないこ

と、頑張る姿等たくさんのことも学べると思います。 

 幼児保育学科 2年 A組 今井 萌香 

本の配架場所１F新着 分類記号 726.6 

保育幼児学科おすすめ図書 

★『11ぴきのねこ』 馬場のぼる著 こぐま社 

11 匹のねこシリーズで一番最初の絵本です。幼稚園の実習で読んだ時、猫

1匹１匹の声を変えて読んであげたらもすごく好評でした。ラストのシーンで、

猫たちが魚を食べちゃったシーンでは、園児達も「あー！食べちゃった」と爆

笑しておりました。 

図書委員会副委員長 幼児保育学科 2年 C組 川島 亜美  

本の配架場所 1F絵本 分類記号726.6 著者記号 B12 

学生図書委員おすすめ図書 
 

★『ちょっとだけ』 瀧村 有子 さく 鈴木 永子 え 福音館書店 

私が好きな絵本で、実習で読み聞かせをしました。赤ちゃんが生まれてお

姉ちゃんになったなっちゃんが、「お姉ちゃんだから」と一人で頑張るところ

が好きです。実習では、子どもたちが静かにこの絵本を見てくれました。 

図書委員会委員長 幼児保育学科 2年 C組 梶野 彩花 

本の配架場所 1F絵本 分類記号726.6 著者記号 Su96 

★は図書館にある本です 
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『ケーキ王子の名推理』 七月隆文著 新潮社 

 「ケーキ」と題名にあるので、スイーツが関わるお話です。 

ケーキバカのヒロインとパティシエ修行している学校一のイケメンが登場します。

そして題名の「名推理」とは何なのか…。 甘酸っぱさを取得したい方、推理もの

初心者、そして、小説が苦手だなと感じている方におすすめの一冊です。 

      健康栄養学科 1年 A組 鈴木 羽依 

★『1日 1ページ読むだけで身につく世界の教養』 

デイヴィット・S・キダーノア・D・オッペンハイム著 文響社 

この本は、歴史、文学、芸術、科学、音楽、哲学、宗教の 7 つ分野について学ぶ

ことができます。幅広い知識を身につけることができるのでおすすめします。 

        健康栄養学科 1年B組 山下 琴美 

本の配架場所２F 分類記号 002 著者記号 Ki12 

 

『天気の子』 新海 誠 著 角川文庫 

 人の心は空と繋がっていて、天気によって人の心は動かされることを感じる作

品でした。「天気の子」に選ばれた女の子の運命にも注目です! 

        健康栄養学科 2年 A組 小野寺 桜 

 

★『時間栄養学』 柴田  重信著 化学同人社 

 人間の体には体内時計があり 24時間でリセットされます。リセットの為に大事

なのは朝日と朝食です。健康寿命をのばすためにも朝食の欠乏は生活習慣病の

リスクを高めます。プラス運動で生き生きライフを目指したいです。 

ライフスタイルに取り入れるべきことがたくさん書かれています。読んでみて下

さいね 

   図書委員会副委員長 健康栄養学科 2年 A組 設楽 和恵 

本の配架場所１F新着 分類記号 498.56 

★『プロの味を決めるソース・たれ・ドレッシング・ 

合わせ調味料』 柴田書店 

 普通に揃える事が出来る食材で作れる手軽で美味しいソースから、知る人ぞ知

るソースまで、素晴らしいソースの全てがここに‼ 

         図書委員会委員長 健康栄養学科 2年 C組 石川 康太 

本の配架場所２F 分類記号 596.2 著者記号 Sh18 

 

健康栄養学科おすすめ図書 

 

学生図書委員おすすめ図書 

★は図書館にある本です 
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下半期学生購入希望図書調査へのご協力、 
ありがとうございました！ 

令和３年度下半期の調査では、１２５冊（重複含む）の購入希望がありました。予算上、全ての図書を

購入することはできないため、希望理由や蔵書のバランス等を考慮し、２９冊の図書が蔵書に加わり

ました。新着図書は、本学ホームページ内｢図書館｣の｢OPAC｣からも確認できます。 

『とんぼのあかねちゃん』 
高家博成 著 
童心社 

『あたしねむれないの』 
カイ・ベックマン 著 

偕成社 

『「発酵」のことが一冊で 
丸ごとわかる』 

斎藤勝裕 著 ベレー出版 

『発酵文化人類学 
微生物から見た社会のカタチ』 

小倉ヒラク著 
角川書店 

 

『カモフラージュ』 
松井玲奈 著 
集英社 

『語彙力がないまま 
社会人になってしまった人へ』 

山口 謠司 著 
ワニブックス 

この他にも魅力的な本がたくさんあります！ 

購入した本から一部紹介！ 

≪附属図書館利用のご案内≫ 

開館時間：月～金 9：00～18：00 

      土  9：00～12：00 

休 館 日：日曜日､祝日､館内整理日(月 1回)､ 

年末年始（2021年 12月 25日～ 

2022年 1月 5日） 

※臨時的に休館の際は､その都度掲示します。 

貸出制限：本科学生 5冊 2週間まで 

専攻科学生 7冊 30日間 

卒業生 2冊 2週間まで) 

※図書館は､卒業後も利用することができます｡ 

『子どもとうたおう 
 ピアノでド・レ・ミ！ 

レベルに合わせて 

楽しく弾ける 50曲』 
越智光輝 著 

三恵社 (2021年刊) 

本学准教授の越智光輝先生が、幼稚園教諭・保育
士を目指す学生のみなさんのために作った本。
初心者向けの「基礎」から｢応用｣「原曲」と､段階
的に使えるピアノ楽譜集です。越智先生の愛情あ
ふれる｢まえがき｣をぜひ読んでください。 


