
     

     

     

     

読書週間特別号 発行 2016年 10月 24日 中学図書部 

担当 ：■■■■・■■■■（３年Ｄ組） ■■■■･■■■■（２年Ｄ組） 

10/24（月）~11/5（土）は読書週間 

朝の読書タイムで読む習慣を！ 

読書タイムは 8:20～8:30。“好きな本を読む”から 1 日を始めましょう。 

図書館の本が借り放題！ 

期間中は冊数制限なし、読みたいだけ借りることができます。（貸出期間は２週間） 

トオリヌケキンシ 
加納朋子/著 【913.6カ】 
 

この本には６つの思わず悩んでしまう話

が入っています。障害のせいで生まれる葛

藤や世の中の不合理さを痛感できます。一

つひとつの話が感動的なので、ぜひ読んで

みてください。（Ｙ・Ｉ） 

偉大なる、しゅららぼん 
万城目学/著 【913.6マ】 
 

この本のおすすめポイントは、“琵琶湖から

特殊な能力を授かる”という壮大で他にはな

い発想だということころです。うまく伏線が張

られていて先が気になります。最後にその伏

線がうまく回収されて圧巻のラストになってい

ます。（Ｋ・Ｋ） 
 

氷菓 
米澤穂信/著 【913.6 ヨ】 
 

省エネ人間・奉太郎と彼がなりゆきで入

ってしまった古典部の仲間３人を中心とした

学園ミステリー。隠れた推理の「運」を持つ

奉太郎が、次々に謎を解いていくところが痛

快です。また、古典部の文集「氷菓」の由

来を知る場面は圧巻の一言につきます。

（Ｍ・Ｓ） 

 

夜のピクニック 
恩田陸/著 【913.6オ】 
 

高校生活最後のイベント「歩行祭」。それ

は全校生徒で 80 ㎞を歩くというもの。大き

な事件は起こりませんが、登場人物たちの

何かが変わっていくことがわかります。本屋

大賞を受賞した、永遠の青春小説です。

（Ａ・Ｔ） 

 

野川 
長野まゆみ/著 【913.6ナ】 
 

両親の離婚で転校することになってしま

った音和は、新しい中学校で変わり者の教

師・河井に出会います。なかなか前向きに

なれなかった音和ですが、河井の言葉で少

しずつ考え方が変わっていきます。大切な

ことに気づかされる物語です。（Ａ・Ｏ） 
 

6 月に発行した「私のすすめる本 2016」

から紹介文を選んで掲載しました。推薦者

はイニシャルになっています。編集の都合

上、文章を短くしたり、表現を変えさせて

いただいたものがあります。 

この機会に 

積極的に 

読もう！ 

母と暮らせば 
山田洋次/著【913.6ヤ】 
 

戦後の辛く苦しい時代を必死に生きる

人々に、寄り添うことができる本です。途中、

痛々しく残酷な表現がありますが、戦争を描

くには重要なことでしょう。切なくとも小さな希

望の灯った家族、そして恋人のラブストーリー

をどうぞ。（Ｆ・Ｕ） 

 

思い出のとき修理します 
谷瑞恵/著【913.6 タ】 
 

子どもの頃に少しだけ過ごした商店街に

戻ってきた明里は、時計屋を営む青年に出

会います。そして、２人は少し不思議な事件

に巻き込まれていくのですが…。どこか温か

みのある物語です。（Ｗ・Ｓ） 

お伽草子・新釈諸国噺 
太宰治/著【913.6 タ】 
 

この本は、誰もが知っている昔話「浦島

太郎」や「舌切雀」などを、太宰治がアレン

ジしたものです。原作とは違うところがたくさ

んあり、読んでいてワクワクします。短編ばか

りなので、「朝読書」に向いていると思いま

す。（Ｈ・Ｙ） 

 

僕らのごはんは 

明日で待ってる 
瀬尾まいこ/著【913.6セ】 
 

運動会を通じて付き合うことになった、葉

山と上村。淡々とした関係の２人だったが、

２人には一つだけ共通していることがあっ

た。それは互いが互いを必要としていること

…。映画化されます！（Ａ・Ｙ） 

 

夕焼けカプセル 
泉啓子/著【913.6 イ】 
 

この本には、３人の少女が繰り広げる、３

つの話が載っています。いろいろな事件が

起こりますが、周りの人の力を借りながら

も、一生懸命まっすぐに生きようとする姿が

感動的です。（Ｓ・Ｍ） 

 

ツナグ 
辻村深月/著【913.6ツ】 
 

おすすめポイントは、「最初から読んでいく

とどんどん真実がわかっていくところ」です。

死者との再会を叶えてくれる「使者
つ な ぐ

」の正体

がわかります。自分が大切な人を失った時

どうなるだろう。家族、友達と過ごす今の時

間を大切にしたいと思える本です。（Ｉ・Ｎ） 

祈りの幕が下りる時 
東野圭吾/著 【913.6 ヒ】 
 

“親子の絆”について考えさせられる話で

す。父と娘である、忠雄と博美は、はお互い

を助けるために自らを犠牲にしてしまいま

す。親子間にある見えない何かが大事なも

のであることを気づかせてくれる、新感覚の

推理小説です。（Ｍ・Ｓ） 
 

想像ラジオ 
いとうせいこう/著 【913.6 イ】 
 

「皆さん、こんにちは。」「こんばんは。」も

しくは「おはようございます。」このラジオは

“想像”できる方なら誰でも聴けるラジオ。

自分の好きなときに好きな曲をかけられる

ラジオ。それが想像ラジオ―。皆さんもぜひ

聴いてみてください。（Ｎ・Ｅ） 
 



 

 

     

     

     

     

失われた世界 
コナン・ドイル/著 龍口 直太郎/訳

【933 ト】 
 

かつて絶滅したと信じられている

古代生物の生存を示すかに見えるス

ケッチブックが発見された――。そこ

から繰り広げられる、チャレンジャー

教授を中心とした冒険が非常に面白

い‼（Ｔ・Ｈ） 
 

オオカミ族の少年 
ミシェル・ペイヴァー/著  

さくまゆみこ/訳【933へ】 
 

悪霊の宿るクマに父親を殺された少

年トラク。案内役の子オオカミウルフ

と共に長い冒険の旅に出ます。躍動感

があり、読む者をひきつけます。また、

トラクたちに命あるすべてのものの大

切さを教えられるような本です。 

（Ｙ・Ｓ） 
 

タイタニック号の最期 
ウォルター・ロード/著 佐藤亮一/

訳【936ロ】 
 

皆さんは「タイタニック号」を知っ

ていますか？ いまだにたくさんの

謎に包まれたタイタニック号沈没事

件。多くの命が失われたときの船中の

ピリピリとした緊張感が伝わってき

ます。（Ｍ・Ｂ） 
 

チャングム①～③ 
キム・サンホン/著 米津篤八/訳 

【929キ】 
 

16 世紀の韓国に実在した美しく聡

明な少女オンニョニ。並外れた才能を

持つがゆえに、宮廷で波乱に満ちた人

生を送りますが、いつも懸命に希望を

持って生きる姿が描かれています。

（Ｒ・Ａ） 

 

ジーキル博士とハイド氏 
スティーブンスン/著 村上博基/訳

【933ス】 
 

この本のおすすめポイントは、ジーキ

ル博士の中で起こる善悪の葛藤です。品

行方正なジーキルと乱暴で凶悪なハイ

ド。2 つの人格の間でゆれ動くジーキル

博士の苦悩を読み取ってください。 

（Ｎ・Ｋ） 
 

天国から始まる物語 
ガブリエル・ゼヴィン/著 堀川志野舞

/訳 【933セ】 
 

交通事故に遭ったリズが目覚めたの

は天国。はじめは心を閉ざしています

が、いろいろな人に出会い、恋をして生

まれ変わるまでに。生きていることがど

んなにかけがえのないことかわかりま

す。（Ｈ・Ｍ） 

 

真夜中のディズニーで 

考えた働く幸せ 
鎌田洋/著【366カ】 
 

働くということに限らず、生き方

すべてについて勉強になる本です、

楽しく生きるためのヒントが隠され

ていて、それでいて読みやすいので、

気軽に読むことができます。（Ｅ・Ｆ） 

 

かんたんＤＩＹで作る 

おもてなしインテリア 
柳美菜子/著【592ヤ】 
今はやりのＤＩＹ。かわいい小道具か

ら大きなものまで、この本を読んで作っ

てみませんか？ 興味のない人も、この

本を読んだら作りたくなって、はまって

しまうかも!! ぜひ、手に取ってみてく

ださい。（Ｒ・Ｏ） 

 

遥かなる縄文の声 
岡田康博/著【210.2オ】 
 

約１万年続いた縄文時代は、前期・中

期・後期と分かれているように、知恵や

文化が自然と調和しながら、発展した時

代である。三代丸山遺跡を発掘した記録

が骨や土器などの遺物から、どのように

生活していたかを読み取ることができ

る。（Ｈ・Ｎ） 

 

ハリーポッター映画大全 
ボブ・マッケイブ/著【778マ】 
 

ハリーポッターシリーズの映画の制

作過程やキャストのオーディションの

舞台裏などが、イラストや映画のシー

ン、写真と共に紹介されていて、映画に

ついての知識が深まります。ファンにと

って嬉しい一冊です。（Ｒ・Ｉ） 

 

ペンギンが教えてくれた

物理のはなし 
渡辺佑基/著【420ワ】 
 

「アホウドリは 46日間で地球を 1周

する」「ウェッデルアザラシは 1 時間近

く息を止められる」など、野生動物の凄

まじい運動能力のメカニズムと進化の

意義がとてもわかりやすく書かれてい

ます。（Ｈ・Ｙ） 

 

男の子の脳、女の子の脳 
レナード・サックス/著 谷川漣/訳 

【371サ】 
 

男子と女子でこんなに違うのか！もの

の感じ方、見え方、聞こえ方、学び方ま

で性差をわかりやすく解説しています。

効果的な学習法、自信のつけ方などは参

考になると思います。（Ｔ・Ｈ）     

戦国武将の解剖図鑑 
本郷和人/著【281セ】 
 

「豊臣秀吉の身長は 140ｃｍ」「上杉

謙信は生涯独身を貫いた」など戦国武将

についての豆知識や面白い情報がたく

さん載っています。今人気の解剖図鑑シ

リーズの 1 冊です。（Ａ・Ｙ） 

哲学のえほん 
植村光雄/著【130 ウ】 
 

この本のおすすめポイントは、何とい

っても読みやすさです。哲学は難しくて

読む気がしないという人、小説は文字が

多くて面倒だ、時間がなくて本なんて読

めないという人にもおすすめです。 

（Ｋ・Ｋ） 

 

弓と禅 
オイゲン・ヘリゲル/著  

上田武・稲富栄次郎/訳【789ヘ】 
外国人の著者が、弓道の師範のもと

に弟子入りし、弓道の“奥義”につい

て学びます。弓と矢でもって外面的で

はなく自己の内面的な何かを成し遂げ

る。すなわち“無我”になることが的

中につながるのだとか。私には難しい

かな…。（Ｓ・Ｗ） 

 

小説以外の本 
を集めました！ 

ユニークなラインナッ

プになっています。 

外国の小説 
を集めました！ 

どれもスケールの大き

い作品ばかりです。 

 

はてしない物語 
ミヒャエル・エンデ/著 上田 真而子

/訳【943エ】 
 

主人公バスチアンが本を盗むところ

から始まるこの話は、とても不思議で

想像力が掻き立てられます。本の世界

に入り込んだバスチアンは、葛藤しな

がらも冒険を続けます。ユーモアが散

りばめられているところもおススメで

す。（Ｓ・Ａ） 
 

ＮかＭか 
アガサ・クリスティー/著 

深町眞理子/訳【933 ク】 
トミー・ベレズフォードは仕事を探し

て駆けまわっていた。情報局員の彼は運

に恵まれていたこともあり、多くの事件

を解決していた。そしてある時極秘人任

務を帯びた。さて、トミーはどう動くの

か…。スリル満点の冒険ミステリー

（Ｙ・Ｙ） 

スターガール 
ジェリー・スピネッリ/著【933ス】 
 

個性的な女の子、スターガールによ

って学校中が変わっていく。彼女には

度肝を抜かれハラハラしてしまいまし

たが、最終的には彼女を好きになって

いることに気が付きました。ラストは

少し切ない、恋の物語です。（Ｙ・Ｏ） 

 


