「吹奏楽の甲子園」は、
名古屋で開催されています！

ノンフィクション
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●『吹部ノート [1] ～2 』

オザワ部長/著
（ベストセラーズ 2015～2016） ﾃｺ 764.6/ｵｻ 1111148227、1111302096

「体育会系文化部」とも言われる吹奏楽部。
その強豪 6 校の部員たちが書いていた部活ノートや寄せ書き等の
言葉を手がかりに、全日本吹奏楽コンクールに挑む彼らの青春を
生き生きと描いたドキュメンタリー。
愛知県からも安城学園高校が取り上げられています！
●『みつばち高校生 富士見高校養蜂部物語』

甲子園（全国高等学校野球選手権大会）に、イン
ターハイ（全国高等学校総合体育大会）、総文祭
（全国高等学校総合文化祭）…等々で盛り上がる
夏休み。
今回は、部活に役立つ本を始め、部活を舞台にし
たスポーツ小説・青春小説やノンフィクションな
ど、暑い夏に負けずに燃える（萌える？）部活に
関わる本などを集めてみました。

森山あみ/著 （リンデン舎 2016.1）

ﾃｺ 646.9/ﾓﾘ 1111211554

全国でも珍しい「養蜂部」を立ち上げたのは一人の女子生徒。創部 3 年で「農業高校の甲子
園」とも称される日本学校農業クラブ全国大会で優勝するまでを追っています。
●『部活魂』 （岩波書店 2009.7） ［岩波ジュニア新書］ ﾃｺ J375/ﾌｶ 1109725460
全国の中学生や高校生による「私の学校の部活自慢」作文集。体育会系、文科系の他に、地
域色のある珍しい活動も含めて 21 の部活が紹介されています。

３階ティーンズコーナー ミニ展示
平成２９年７月１４日～９月１３日

部活に役立つ本
中高生の作品集

●「部活で差がつく!」、 「部活で大活躍できる!!」、「部活でもっとステップアップ」 の
各シリーズ （全てメイツ出版の「コツがわかる本」シリーズ内） より
『部活で差がつく! 勝つバレーボール上達のポイント 60』 （2017.4）

●『17 音の青春 五七五で綴る高校生のメッセージ』
神奈川大学広報委員会/編 （角川文化振興財団、年刊） ﾃｺ 911.36/ｼｭ

ﾃｺ 783.2/ﾌｶ 1111371039

●『SEITO 百人一首』

他にも、バドミントン・野球・陸上・水泳・卓球・剣道・弓道・合唱…などがあるよ！

「SEITO 百人一首」選考委員会/編集 （同志社女子大学、年刊） ﾃｺ 911.16/ｾｲ

●『女子部活食』

うつしえ

●『映絵 愛知県高等学校文化連盟文芸専門部作品集』 第 1 号～第 14 号
（愛知県高等学校文化連盟文芸専門部 2004.2～2017.2） ﾃｺ A980/ｳﾂ【館内】

海老久美子/著 （ベースボール・マガジン社 2014.1）
ﾃｺ 780.19/ｴﾋ 1110933359

毎年発行されている愛知県内の高校の文芸部の合同作品集です。
散文、詩、短歌、俳句の投稿作品に加え、各校の部誌の紹介や
大会報告がされています。

より強くなるために、より部活を楽しむために、
食事や栄養のことをもっと知りたい人のための本です。
レシピもたくさん載っています！

愛知県図書館

★『ヤングアダルトの本 部活をきわめる 3000 冊』

名古屋市中区三の丸 1-9-3
TEL：052-212-2323
地下鉄丸の内駅⑧番出口から北へ徒歩 5 分
市バス「愛知県図書館」下車徒歩 3 分

（日外アソシエーツ 2013.11） ﾃｺ 375.18/ﾔﾝ 1110758375【館内】

展示してある本以外にも、まだまだたくさん役に立つ本は
あります！そんな「本を探すための」本です。
燃えよ、青春！部活特集

2017.7

運動部

文化部

部

●『バッテリー 1～6 』 あさのあつこ/作 （教育画劇、1996～2005） ﾃｺ J913/ｱｻ
中学の野球部でバッテリーを組むことになった 2 人の物語。
高校生になった彼らについては『ラストイニング』（角川書店 2007.2）で！
●『2.43 清陰高校男子バレー部

[first] ～second season 』

●『幕が上がる』 平田オリザ/著 （講談社 2012.11） 1110542140
とある地方高校の弱小演劇部。「行こうよ、全国!!」という演劇経験のある新任教師
の気迫の一言に触発され、恋や勉強よりも演劇ひとすじの日々に…。
●『春や春』 森谷 明子/著 （光文社 2015.5） ﾃｺ 913.6/ﾓﾘ 1111043904
高校で俳句趣味に理解のある友を得た茜は、俳句同好会の設立を決意！
未経験ながらも様々な特技を持つメンバーたちと「俳句甲子園」を目指します。

壁井ユカコ/著 （集英社 2013～2015） ﾃｺ 913.6/ｶﾍ

田舎の弱小バレーボール部に、東京からワケあり選手がやってきた！
●『ウォーターボーイズ』 矢口史靖/[著] （角川書店 2001.8） ﾃｺ 913.6/ﾔｸﾞ 1109247068
男子高校の水泳部が、シンクロナイズドスイミングをやることになってしまい…？！

活

●『レガッタ 1～3 』 濱野京子/[著] （講談社 2012～2013） ﾃｺ J913/ﾊﾏ
ボートはひとりでは漕げないのです。ボート部の仲間と色々乗り越えてきました。

●『ぱらっぱフーガ』 竹内真/著 （双葉社 2015.3） ﾃｺ 913.6/ﾀｹ 1111010430
中学で吹奏楽部だった二人が、片や吹奏楽部がない高校に、
片や強豪校にと、離れ離れに進学することになって…。
●『ABC！ 曙第二中学校放送部』
市川朔久子/著 （講談社 2015.1） ﾃｺ J913/ｲﾁ 1110980840

●「武士道」シリーズ
誉田哲也/著 （文藝春秋 2000～2015） ﾃｺ 913.6/ﾎﾝ
『武士道シックスティーン』、『武士道セブンティーン、『武士道エイティーン』
剣道部で切磋琢磨しながら成長してきた早苗と香織。
大人になった彼女たちを描く『武士道ジェネレーション』もどうぞ！

小

二人しかいない廃部寸前の放送部。放送部経験者だがマイクの
前では話さない転校生や新入部員と共に、放送コンクール全国大会を
目指すことに！

いろいろ

●『おとめの流儀。』
小嶋 陽太郎/著 （ポプラ社 2015.12） ﾃｺ 913.6/ｺｼ 1111148165

●『夜の光』 坂木司/著 （新潮社 008.10） ﾃｺ 913.6/ｻｶ 1109508576 天文部？！

全国でも珍しい中学のなぎなた部。廃部寸前の部の存続をかけた
新入部員集めと男子剣道部との戦いの行方はいかに…？
●『空色バウムクーヘン』 吉野万理子/著 （徳間書店 2015.4） ﾃｺ 913.6/ﾖｼ 1111021943
やせっぽちの若葉の夢はお笑い芸人だったはずなのに、なぜか
ウエイトリフティング部に引きずり込まれ…。

説

●『昆虫部』 椙本孝思/著 （幻冬舎 2010.5） ﾃｺ 913.6/ｽｷ 1109927297
●「BIS ビブリオバトル部」シリーズ 山本弘/[著] （東京創元社 2014～2016）
『翼を持つ少女』、『幽霊なんて怖くない』、『世界が終わる前に』 ﾃｺ 913.6/ﾔﾏ
●『双月高校、クイズ日和』 青柳碧人/著 （講談社 2011.1） ﾃｺ 913.6/ｱｵ 1110128112
クイズ同好会

部活 de ミステリ
●「鯉ヶ窪学園探偵部」シリーズ
東川篤哉/著 （実業之日本社）
『殺意は必ず三度ある』 （2006.5） 913.6/ﾋｶ 1111143060
『放課後はミステリーとともに [1]～2 』 （2011～2013） ﾃｺ 913.6/ﾋｶ

●『やわらかな記号』 小川みなみ/著 （講談社 1995.3） BJ913/ｵｶﾞ 1106748597 生物部

帰宅部だって、
「青春」してます！

こんな部活も？！
●『ジンリキシャングリラ』

●「ハルチカ」シリーズ
初野晴/著 （角川書店 2008～2015）
『退出ゲーム』、『初恋ソムリエ』、『空想オルガン』、『千年ジュリエット』、
『惑星カロン』 ﾃｺ 913.6/ﾊﾂ
「吹奏楽の甲子園」出場を目指すハルタとチカが、校内の事件を解決！
●「古典部」シリーズ
米澤穂信/著 （角川書店 2001～2016）
『氷菓』、『愚者のエンドロール』、『クドリャフカの順番』、『遠まわりする
雛』、『ふたりの距離の概算』、『いまさら翼といわれても』 ﾃｺ 913.6/ﾖﾈ

『帰宅部ボーイズ』
はらだみずき/著
（幻冬舎 2011.5）
ﾃｺ 913.6/ﾊﾗ
1110196121

真っすぐ家に帰って何が悪い？

（PHP 研究所 2014.3）

山本幸久/著
ﾃｺ 913.6/ﾔﾏ 1110816530

田舎の高校で誘われるままに人力車部に入ったら、待っていたの
は個性豊かな面々で…。心温まる青春＆家族小説。
●『コロヨシ!! [1]～2 』

三崎 亜記/著
（角川書店 2010～2012） ﾃｺ 913.6/ﾐｻ

日本固有のスポーツ「掃除」。しかも高校 3 年間の部活としてしか
行えない…。20XX 年が舞台の青春スポ根小説です！

