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私事ですが、今年の春に引越しをしま
した。荷造りや手続き、荷解きなど、引
越しというのは、精神的にも肉体的にも
疲れますね。ですが、新しい家というの
はなんだかわくわくします。

タワマン・高級住宅

『夜行観覧車』湊かなえ著

双葉文庫 2013

見上げるほど立派な高いマンションやおおきなお家…
高層マンションや高級住宅には秘密もいっぱい！？

『ハピネス』桐野夏生著

光文社文庫 2016

華やかなタワーマンションを
舞台にくり広げられる、見栄や
嫉妬渦巻くママ友たちの物語。
ファッション雑誌『VERY』の
連載作品らしい！ママたちのお
しゃれな洋服にも注目！

夢の高級住宅地、ひばりが丘の
一戸建てに引越してきた遠藤家。
ある日、向かいの高橋家の主人が
何者かに襲われ死亡する事件が起
きる。幸せそうなお金持ちの向か
いの家にいったい何が？

『いるのいないの 怪談えほん3』（絵本）京極

夏彦作 町田尚子絵 東雅夫編 岩崎書店 2012

田舎のおばあちゃんの家ってなんだか不気味。
真っ暗な天井や物置をじっとみつめていると…。
最後のページ、怖いのが苦手な方、心臓の弱い方
はご注意を！絵本だと思ってあなどるなかれ！こ
れは大人が読んでも本当にこわい！

『ようこそ、わが家へ』

池井戸潤著 小学館文庫 2013

ごく普通の会社員の倉田の家
は、ここ最近、何者かにいやが
らせを受けている。顔見知りの
だれかのしわざか？それとも、
まったく知らない人のしわざな
のか？日に日にエスカレートし
ていくいやがらせに、倉田家家
族はどんどん追い込まれていく。

『営繕かるかや怪異譚』

小野不由美著 角川書店 2014

家にまつわるこわい話としてよくあがるのが事故物件の家。条件が

いいのに安い物件には、おそろしいワケが!?安さを重視した若い人

には最近意外と人気なのだそうです。わたしは絶対無理です…。

『残穢』小野不由美著 新潮文庫 2015

岡谷マンションと、マンションに隣接する岡谷団地に住む人々の部屋か

ら聞こえる不気味な音や声。以前そこに住んでいた人はだれか？マンショ

ンと団地の過去には一体何が？両方の過去を探っていくと恐ろしい事実が

判明する。手元に置いておきたくないほど怖い一冊！ 本当にこんな『残穢』

のような恐ろしい物件は存在するの？『宝くじで１億円当たった人の末路』より

「事故物件を借りちゃった人の末路」鈴木信行著日経BP社2017では、事故物件公

示サイトの運営管理人の大島てるさんから聞く事故物件の真実！実家が不動産業で、

小さい頃からいろんな物件を見てきた大島さんが立ち上げたこのサイト、大手不動

産会社もよく利用しているのだそう。

『瑕疵借り』松岡圭祐著 講談社文庫 2018

『借りぐらしのアリエッティ シネマ・
コミック 16』メアリーノートン原作
米林宏昌監督 宮崎駿脚本・企画
丹羽圭子脚本 文春ジブリ文庫 2014

人間の家の下に暮らす背丈15cmの小さな
アリエッティたち一家は、人間のお家から生
活に必要なものを借りて生活している。ただ

し、人間には絶対に見られては
いけない。14歳になったアリエッ
ティは、初めてお父さんと一緒
に借りに出かけるが…。原作本、
DVDもあり。DVDも貸出可。

床下の家 わたしたちが住んでいる地面の下
にも世界はあって、家もある！

家の百年
『百年の家 the House』（絵

本）J・パトリック・ルイス作

ロベルト・インノチェンティ

絵 長田弘訳 講談社 2010

1656年に建てられ、一度はだれも住ま
なくなり廃屋となったわたし（家）を190
0年、子どもたちが見つけてくれた。結婚
式、葬儀、第二次世界大戦…1900-2000
年、歴史とともに変わってゆく人、周囲
の環境を見守り、支え続けたわたし（家）
の100年を美しい絵とともに。

アパート・団地・シェアハウス

『スロウハイツの神様上・下』辻村深月著 講談社文庫 2010

人気脚本家でアパートのオーナーの赤羽環、中高生に大人気の小説家チヨダ・

コーキ、そしてクリエーターの卵たちが暮らすまるでトキワ荘のようなアパー

ト、「スロウハイツ」。夢を持つもの同士、仲良く暮らしていたが、チヨダ・

コーキの小説を溺愛する自称小説家加々美莉々亜の入居、そしてスロウハイツ

へ届いた一通の郵便物によって彼らの生活は少しづつ変化していく…。最後ま

で読んだらきっと、もう一度読み返したくなる１冊。

閉めたはずの襖がいつのまに

か勝手に開いている、屋根裏部

屋でだれかの足音がするetc.「営

繕（＝家を作ったり、修理した

りすること）かるかや」を営む

尾端（ｵﾊﾞﾅ）のところに舞い込

んでくる依頼は、なぜかいつも

ただの営繕の依頼ではなくて…。

「瑕疵借り」とは、自殺や事故死などの心理的瑕疵（事故物件）
の家にあえて住むことで、その次にそこに住む人への告知義務をな
くすこと。この瑕疵借りを生業としている藤崎竜也は、事故物件に
住みながら、瑕疵（＝事故）に隠された謎を暴いている。事故物件
はただ怖いだけじゃない。瑕疵の裏に隠された思い、真実に触れた
とききっとあなたは涙する！４つのお話がつまった短編集。

アトリエ 仕事をするためのもうひとつの家

『森のノート』酒井駒子

著 筑摩書房 2017

東京と山の中にあるア

トリエとを行き来しながら生活している絵

本作家の酒井駒子さん。自然いっぱいのア

トリエで暮らす酒井さんが、日々を書き記

した美しいエッセイ。酒井さんの飼う２匹

のかわいい姉妹猫も登場♪酒井さんを特集

した雑誌『MOE 2018年10月号』白泉社

には、すてきなアトリエの写真、そしてエッ

セイの中に登場する風景や場所の写真も！

『十一月の扉』高楼方子著 新潮文庫 2006
中学生の爽子は、３学期が始まるまでの2ヶ月間を家族のもと

から離れて、すてきな建物「十一月荘」で下宿することになる。
あたたかくてやさしい十一月荘の住人たちとの触れ合い、十一月
荘で出会う耿介への恋心、爽子が十一月荘でノートにつむいでゆ
く物語、爽子の十一月荘での特別な2ヶ月間を描いた1冊。11月の
この季節に読むのにピッタリ♪

読んだあと、トイレやお風
呂にいけなくなるかも！？

本校では貸出人気が衰えません！幽霊たちが住み着いた

アパート！大人気『妖怪アパートの幽雅な日常』シリーズも♪

『たんぽぽ団地のひみつ』重松清著 新潮文庫 201８
杏奈の祖父、徹男さんが住むつぐみ台三丁目団地は、かつて大

人気だったNHKのドラマ「たんぽぽ団地のひみつ」の撮影で使
われた団地だった。そのつぐみ台三丁目団地が今年取り壊される
ことになり、父の直樹さんとともに久しぶりに団地を訪れた杏奈。
杏奈は、そこで不思議な体験をする…。団地の過去と現在をめぐ
る、時空を超えた心温まるおはなし。

夢のような家
『魔法があるなら The Greatest Store in the World』

アレックス・シアラー著 野津智子訳 PHP研究所2003

夢のような家といえば、ヘンゼルとグレーテルが迷い込んで

しまった「お菓子の家」はあまりにも有名ですが、貧しくて、

住む家がなくなってしまったわたし（オリビア）とママと妹の

アンジェリーンが次の家に選んだのは、生活用品や家具はすべ

て揃ってる（もちろん売り物ですが！）高級デパートの「スコッ

トレーズ」。閉店時間になり、真っ暗になったデパートのなか

に忍び込んだ３人は、デパートの中で暮らし始めるが…。

家の間取り図 『間取りと妄想』大竹昭子著 亜紀書房 2017

『木暮荘物語』三浦しをん著 祥伝社文庫 201４

小田急線世田谷代田駅から徒歩５分、木造アパート「木暮荘」
に暮らす人たちのおはなし。壁の薄い、ボロボロのアパートだか
らこそ生まれる隣人との触れ合いにほっこりしてしまう１冊。

無類の間取り好き（＝マドリスト）の著者が送る、マ

ドリストにはたまらない！？ちょっとクセのある間取り

に住む人たち13人のおはなし。それぞれの冒頭にその

作品の舞台となる間取図がついていて、間取図をみなが

ら、家の中を想像しながら読むのもおすすめ♪

家にまつわるこわい話



ＵＶレジンのしおり・チャーム
ワークショップ
12月10日（月）答案返却期間13時から

UVレジンのアクセサリーやしおりを作りましょう。
オリジナルな作品をつくって

クリスマスプレゼントにしても
よし。

汚れてもいい服装で来て下さい。

新着図書紹介
『ココの詩』高楼方子
著 福音館書店 2016
読書紹介マンガ『れもん、

よむもん！』（はるな檸檬
著 新潮文庫2018）で激賞
されている本。人形のココがネズミのヤスと
出会い、ネコ一味の明が贋作事件に巻き込ま
れます。ヤクザなねずみ「ヤス」に恋をする
ココはだまされて借金のカタにネコに売られ
て召使として暮らすことになります。誠実な
ネズミもでてくるのに、不実なヤスが好きな
ココ。正義感と恋心のあいだで揺れ動きます。

『骨を弔う』
宇佐美まこと著 小学館2018

小学生の仲良しグループ
が学校の理科室にあった骨
格標本を山の中に埋めた。
威張っている担任教師にひ
と泡ふかせてやるためだ。

しかしそれから30年後、古い骨格標本が掘り
出され、「人騒がせなバラバラ事件」として
地方新聞の小さな記事になる。それを読んだ
かつての小学生は自分たちが埋めた場所とそ
の発掘現場が違うことに戸惑いを感じる。は
たして自分たちが埋めたのは本当にただの骨
格標本だったのか…。

『まんが アフリカ少年が日本で
育った結果』星野ルネ著 毎日新聞出版

2018
アフリカのカメルーン生まれ姫路育ちの漫

画家。初めて著者（アフリカ人少年）に出会
う日本人のタイプは４つに分けられるそうで
す。Ａ遮断（目をそらす。一番多い）Ｂ歓迎

手を振ったり笑ったり Ｃ監視 終始目を
離さず威嚇 Ｄ号泣 不安に耐えかねて泣き
始める ぼく（作者）も泣きたくなったり。

動物ならどんな猛獣でも料理できる母親は

ミミズだけはこわくてさわれなかったり、息
子ののど自慢で即興で交渉してバックダンサー
を務めたり。視野を広げてくれる楽しい異文
化交流の軌跡。

『世界史を大きく動かした植物』
稲垣栄洋著 ＰＨＰエディターズ・グループ
2018
そこにじっと生えているだけに見える植物。

実は数億年前から動物を利用してきた。タネ
を広く散布させるため、昆虫や恐竜、鳥、ほ
乳類を上手に利用。穀物
の種子は保存や分配に便
利で人間に「富」という
新しい概念をもたらし、
農業を始めさせた。

コショウは熱帯の病原
菌や害虫から身を守るた
め、辛味成分を発達させ
た。それがヨーロッパ人
を魅了し、大航海時代を
招いた。

綿は産業革命やアメリカの奴隷制の原因と
なった。さまざまな植物がこれまでの世界を
動かしてきた。

もしかして地球の真の支配者は人類ではな
く植物なのでは？

西日本豪雨の被災者のための
チャリティブックセール

11月12日（月）～17日（土）

一冊10円以上の寄付で本がも
らえ、豪雨被災者の方への支援
にもなります。一石二鳥！

17日（土）は9時から14時まで
の開催となります。（14時半閉
館です）ご注意下さい。
保護者の方も大歓迎です。

本校の図書館が「学校図書館」11月号に
載ったよ！

実は10万3千冊の本を持ち、4人の司書がいる本
校図書館は全国的にもかなりスグレモノなんです。
全国学校図書館協議会が発行している「学校図書
館」の今月号の表紙と9ページ「いきいき学校図書
館」に本校図書館が紹介されています。展示して
いるのでぜひ見てくださいね。

読書運動の優秀作品展示は
11月24日（土）まで。
見事な刺繍の「因幡の白兎」
しおり、星の王子さまやキャッ
チボールが飛び出すミニ本、
本からはみ出すスニーカー、
弁当、カメラ、絆創膏の思
い出や阪急の駅名表示、安
藤百福の家計図をカップラー
メンつきで見たり、美しい
イラストの帯、和紙を上手
に織り込んだPOPなど。 読

書は感想文だけではないんですよ。


