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『 名画たちのホンネ 』

とに～著 王様文庫 三笠書房 2021

名画たちが作品の本当のところを

自ら語りだします。美術の楽しさを、

面白おかしく伝えるアートテラー・

お笑い芸人として活躍する著者の本。

『 やさしく読み解く日本絵画 』

前田恭二著 新潮社 2003

雪舟、狩野永徳、長谷川等伯など、11

人の日本絵画の巨匠を取り上げ、その生涯

と作品を丁寧に見ていきます。日本絵画を

やさしく解説した入門書。

『 名画を見る眼 』

高階秀爾著 岩波新書 1969

代表的な名画15点を解説。技法や

その効果から、歴史的背景までまと

められています。作品を見ることを、

より面白くしてくれる一冊。

原田マハ アート小説 ダン・ブラウン
ロバート・ラングドン教授シリーズ

『 アノニム 』

原田マハ著 角川文庫 2020

舞台はジャクソン・ポロックの幻の傑作

「ナンバー・ゼロ」のオークションが開催

される香港。アーティストを夢見る高校生

張 英才のもとに突然〈アノニム〉と名乗る
チヨンインチヨイ

謎の窃盗団からメッセージが届いて…。

『ダ・ヴィンチ・コード』(角川

文庫 2006) には「モナ・リザ」

や「最後の晩餐」、『インフェル

ノ』(角川文庫 2016)にはボッティ

チェルリの「地獄の見取り図」と

いった名画が登場します！

『 風神雷神 』

柳広司著 講談社文庫 2021

「風神雷神図屏風」を遺した、
ふうじんらいじんずびょうぶ

生没年不詳の謎の絵師 俵屋宗達。
たわらやそうたつ

彼の一生を、同時代を生きた

人物らとの出会いから紐解いた

歴史エンタテインメント小説。

“中野京子”ワールド

『 マンガでわかる「日本絵画」のテーマ 』

矢島新監修 唐木みゆイラスト

誠文堂新光社 2019

達磨、太公望、天岩戸、鵺…日本絵画
だるま たいこうぼう あまのいわと ぬえ

で繰り返し描かれてきた人物・動植物、

神話や物語などの画題は、何を意味する

のかをマンガで解説。

名画に込められたメッセージや、名画の

運命には、好奇心をくすぐられるストーリー

がたくさんあります！今年の秋の終わりは、

“芸術の秋”を過ごしませんか。
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『 怖い絵のひみつ。』

中野京子著 KADOKAWA 2017

2017年の「怖い絵」展開催を機

に発行されたスペシャルブック。

「怖い絵」の解説に加え、作家 宮部

みゆきとの対談、展覧会ができるま

でのお話も必見。

『 かぜまち美術館の謎便り 』

森晶麿著 新潮文庫nex 2017

学芸員の父 佐久間と娘のかえでが越

してきた香瀬町では、18年前の消印の
か ぜ ま ち

絵葉書が届くという奇妙な事件が起きて

いた。事件の謎を解く鍵は、亡くなった

少年画家が描いた名画を模した絵で…。

『 ヘンな日本美術史 』

山口晃著 祥伝社 2012

仕上げすぎないのは日本の絵の特徴？

ヘンなものを取り入れるのが好きな日

本人？？など、絵描きの視点から見た

日本絵画の“画論”が楽しめます。

『 人騒がせな名画たち 』

木村泰司著 マガジンハウス 2018

「ヴィーナスの誕生」は“誕生”じゃな

くて“漂着”シーン？！ナポレオンが乗っ

ていたのは白馬じゃなかった？！…知れば

見たくなる名画の真実が満載 ！

『 クイズ 迷宮美術館 』

NHK『迷宮美術館』制作チーム著

河出書房新社 2009

ダリ「記憶の固執」の溶けている時計

のモチーフは何？名画をたっぷり鑑賞し

ながらクイズに挑戦 !! まずはこの本の

表紙の５人、誰かわかるでしょうか？

『 暗幕のゲルニカ 』

原田マハ著 新潮文庫 2018

「ピカソの戦争」展の企画をすすめるMoMA

のキュレーター八神瑤子。ある日、国連本部で
や が み よ う こ

イラク攻撃を宣言する米国務長官の背後から

「ゲルニカ」のタペストリーが姿を消したこと

で、瑤子は名画を巡る陰謀に巻き込まれていく。

『 名画の謎 対決篇 』

中野京子著 文春文庫 2018

パリ、王妃、食卓、魔女、夫…同じ

テーマや場所・構図で描いていても、

その見た目や事情が異なる二枚の絵を

比べて鑑賞します。あなたには、どん

な絵に見える？

『イメージを読む 美術史入門 』

若桑みどり著

筑摩書房 1993

描かれた時代の思想や宗教観を踏

まえ、絵の中にあるイメージ・図の

意味を知ると、もっと名画を見るの

が楽しくなります！

『 ひらめき美術館 第1館 』

結城昌子著 小学館 1996

野菜と果物でできた人の絵、男の人

の体の中に風景が広がる絵などなど、

面白くて不思議な作品を自分だけの楽

しみ方で楽しもう！

『 世界 名画の謎《作品編》 』

ロバート・カミング著

ゆまに書房 2000

45点の世界の名画を特大図版で解説

した大型本。大きな絵で名画の細部ま

で見ることができます！よくよく見る

と隅々に謎が…。

『 #名画で学ぶ主婦業 』

田中久美子監修 宝島社 2018

Twitterで話題になった「#名画で学

ぶ主婦業」。名画につけられた主婦の

あるあるキャプションで、楽しく名画

を見て、知ることができる一冊です。

『 絵画の見かた 西洋美術入門 』

池上英洋編著 新星出版社 2013

巨匠たちの超絶技巧や、名画に隠れた

メッセージなどを、わかりやすく解説し

た入門書。作品の楽しみ方が広がり、実

物を見てみたくなります！

イメージやテーマ、シンボルの意味を知って
名画を読み解く！



『どうぶつのわかっていること わかっていない
こと』木下さとみ・文 吉森太助・絵 京都大学野生動物研
究センター監修 小学館集英社プロダクション 2022
キリンはほとんど声を出さない。どうして？

ゾウは犬の何百倍も鼻がいい。どうして？
ユキヒョウは世界で一番高いところに住んで
いる。どうして？
動物のわかっていることを知り、わかってい

ないことを考える本。ヘミングウェイの『キリマ
ンジャロの雪』を思い出します。

『のぞく図鑑 穴』宮田珠己編著 小学館 2022
ロープで降下するのに27日もかかる世界最深の穴、美しい

青い洞窟はイタリアだけでなく日本にもある！洞窟探検の装
備、観光できる洞窟、火山の穴、たて穴式住居。
岩壁の穴に見事な仏像のアジャンタ石窟、学
校もある洞窟村、動物たちの巣穴事情。
おいしい穴、音を奏でる穴、便利な穴、リフレッ

シュできる穴。
穴のあいたコインは世界では珍しいんですよ。
光も電波さえ重力でのみこんでしまうブラックホールは穴と

いえるのか？いろんな穴が大集合です。

『世界はフムフムで満ちている 達人観察図鑑』
文と絵 金井真紀 ちくま文庫 2022

仕事のコツを100種類の仕事人に聞いてい
ます。絵画修復師の個性を殺すと死んだ作者
と話せる、とか印象的な言葉とほんわかしたさ
し絵が仕事の厳しくも愛しさを伝えてくれま
す。知られていない職業もたくさん。

11月7日（月）から12日（土）まで
宗教週間です。
チャリティーブックバザー実施!

一冊10円以上の寄付を
お願いします。

映画雑誌「スクリーン」や児童文学・絵本の雑誌
「MOE」、インテリア雑誌「Casa BRUTUS」 ニュー
ス＆写真誌「ナショナルジオグラフィッ
ク日本版」、「TIME」「Newsweek」
楽譜が豊富な「月刊ピアノ」、など

人気雑誌のバックナンバーがたくさ
ん。 お料理の本と古い英語の参考
書などがあります。
保護者の方もご参加ください。

今年の8月16日に詩人の安水稔和先生が亡くなりま
した。1955年4月から1990年3月まで英語科教員とし
て、また長く図書館主任として本校に勤務されてい
ました。現在、神戸市立中央図書館で追悼コーナー
が設置されています。安水先生はこの図書館の基礎
を形作られた方。はじめてこの図書館に来たとき、
英文学に造詣の深い方が作られていると感じました。
穏やかで寛大な紳士だったそうです。

君はかわいいと 安水稔和

きみはかわいいと
どうしていっていけないわけがあろう。
ただ言葉は変にいこじで妬み深く
君とぼくとのなかを
心よからずおもいがちで
君とぼくとのあいだを
ゆききしたがらない。
だから君
ちょっと耳を。
どうだろう
言葉にいっぱい
くわせてやっては。
かわいいという言葉を
君のかわいい口にほおりこみ
君のかわいい唇のうえから
しっかりと封印しよう
ぼくの唇で。
奴めきっと憤然と
君の口のなかで悶死するにちがいない。
言葉の死んだあとに
愛が残るとすれば。
だから君
どうだろう

―詩集『愛について』

この詩以後、安水先生は男女間のことをほとんど
テーマにしていないのでこの恋は成就したらしい。
（『詩のこころを読む』茨木のり子著 岩波ジュニ
ア新書1979 より）

明石公園の本丸南跡に先生の詩碑があります。
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『私たちが声を上げるとき アメリカを変えた
10の問い』和泉真澄ほか著 集英社新書 2022
BLM運動に共鳴した大坂なおみ、史上最年少の女性下院議

員アレクサンドリア・オカシオ＝コルテス、
バスの運転手から白人に席を譲るよう求
められたが拒否したローザ・パークス、性
差別を訴えた最高裁判事ルース・ベイダー・
ギンズバーグなどアメリカ現代史で10の
大きな分岐点となった女性を５人の学者が
解説。

『10歳から使ってほしい みんなのお金とサービ
ス大事典』井手英策著 誠文堂新光社
2022
人生の様々な出来事やピンチに使える「社会保障」、知らない

と損です。例えば0才から中学生までもらえ
る児童手当、ひとりで子育てする家庭にお金
が出る児童扶養手当、仕事がなくなったとき
に家賃が出る住居確保給付金などなど。困っ
たとき、知っておけば助けてもらえるかもしれ
ない。あるいは知り合いにこういうのがある
よ、って教えてあげられる。困ったとき、この
本を見てみてください。みんなのためのサービスが載っていま
す。

リクエスト本の紹介
"Theophilus North" Thornton Wilder 原作

Matthew Burnett著 SAMUEL FRENCH
2007
少しずつ和訳を調べて読むのはたい

へんかもしれないけど、ただただ単語
上で覚えるよりも英語を楽しんで学べ
ると思います！いつか分厚い英語の本
を読めるかっこいい人になれるよう頑

張ります！！ H2C・O


