
 

10月も中旬にさしかかり、急に肌寒くなってきました。校内で冬服を 

みかけることも増え、秋の訪れを感じています。季節の変わり目ですが、

体調に気をつけて元気に過ごしていきましょう！ 

 

 
2学期の朝読書週間は、全国読書週間の時期に合わせて行います。 

  朝読書を行う日：10/25（月）～11/2（火）7 日間

  朝読書の時間：8:30～8:40（10 分間） 

>> 通常の完全登校時間からスタートです。遅れないよう登校しましょう！ 

  読む本： 何でも OK！ 
>> ただし「マンガ」「雑誌」「教科書」「参考書」は除きます。 

読み物を選びましょう！ 
 

＊今回も各教室に学級文庫の貸出を行います。 

 本を用意しそびれた人は、学級文庫の本を読んでください。 

 ただし！ 毎朝学級文庫のカゴに本を返却することをお忘れなく…。 
 

 

 

※読書感想画とは…  

本を読んだ感想を絵で表現するもの です。 

 

 

 
 

 

 

※数字は本の背ラベルにある分類番号です。 
 

333.8『武器ではなく命の水をおくりたい 中村哲医師の生き方』宮田律/著、平

凡社 

★2019 年 12 月、アフガニスタンで凶弾に倒れた中村哲医師。35 年にわたり、パキスタ

ンとアフガニスタンで人道支援にあたった生涯をたどり、その生き方、考え方を伝える。 

369.3『大切な人は今もそこにいる』千葉望/著、理論社 

★陸前高田と東京、妹の死にまつわる宮澤賢治の作品が、3月 11日とひびきあう。東日

本大震災から 10年、大切な人の死について考える。 

913.6『世界とキレル』佐藤まどか/著、あすなろ書房 

★母の策略でサマースクールへ。すてきなバカンスのはずが、スマホを取り上げられ…。 

913.6『零から 0 へ』まはら三桃/著、ポプラ社 

★戦後、鉄道総局研究所。そこには戦闘機の設計や製作に関わり、多くの命を奪う結果

を生んだことを悔いる軍出身の技術者たちがいた。新幹線開発の物語。 

933.7『きみのいた森で』ピート・ハウトマン作、こだまともこ訳、評論社 

★大好きなおじいちゃんを亡くしたスチューイだが、親友ができて元気をとりもどした。

いつものように森で一緒に遊んでいると、親友の姿がぼやけてそのまま消えてしまった。 

昨年度の作品は『読書感想文画集 2020』に掲載されていますので、 

ご覧ください。 

今年の読書週間の標語は、【最後の頁を閉じた 違う私がいた】です。 

朝読書週間の期間内に“最後の頁”に到達するのは難しいかもしれません

が、ぜひお気に入りの本を見つけて通読してみてくださいね。 

2学期の朝読書週間は 

1・2年生のみで行います。 
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「何だか難しそう…」「でも面白そう！」「挑戦してみようかな？」と思っ

た人は、図書準備室まで要項を取りに来てください。本やコンクールに関し

ては司書・松野、絵の制作に関しては美術の平塚先生にご相談ください。 

下記はコンクールの指定図書（読書感想文コンクールでいうところの課題

図書）です。もちろんこれ以外の本で感想画を描いてもかまいません。 

 



【進路に関する本】 
023.1『“ひとり出版社”という働きかた』

西山雅子/編 河出書房新社 

366.2『SDGs でわかる今ない仕事図鑑

ハイパー』澤井智毅/監修 講談社 

366.4『将来が見えてくる!日本の給料&

職業図鑑 Special』給料 BANK/著 宝島社 

376.8『農学部』佐藤成美/著 ぺりかん社 

492.9『フライトナースの秘密』 

菱沼秀一/著 彩流社 

602.1『会社四季報業界地図 2022 年

版』東洋経済新報社/編 東洋経済新報社 

【島根に関する本】 
092『写真が語る石見の 100 年』 

いき出版 

【図書について】 
015.2『文献調査法 第 9 版 調査・レポ

ート・論文作成必携』毛利和弘/著 DB ジ

ャパン 

019『読解力の強化書』 

佐藤優/著 クロスメディア・パブリッシング 

【論理学】 
116『パラドックス 宇宙・物理編』 

ニュートンプレス 

【歴史】 
202.5『沈没船博士、海の底で歴史の謎

を追う』山舩晃太郎/著 新潮社 

210.1『「勘違い」だらけの日本文化史』 

八條忠基/著 淡交社 

211『世界遺産北の縄文』 

北海道新聞社/編 北海道新聞社 

 

227.4『一冊でわかるトルコ

史』 

関眞興/著 河出書房新社 

【社会】 
302.3『いまどきの「ドイツ」

と「日本」』 

 マライ・メントライン/著 

PHP 研究所 

318.6『地方を生きる』 

 小松理虔/著 筑摩書房 

335.8『9 割の社会問題はビジネスで解

決できる』田口一成/著 PHP 研究所 

361.8『格差と分断の社会地図』 

石井光太/著 日本実業出版社 

【教育】 
371.4『しんどい時の自分の守り方』 

増田史/著 ナツメ社 

♫375.8『15 中学生の英詩が教えてく

れること かつて 15 歳だった全ての大人

たちへ』中嶋洋一/著 ベネッセコーポレー

ション 

【数学】 
410『数学オリンピック 2017～2021』 

数学オリンピック財団/監修 日本評論社 

417『ベイズ統計』ニュートンプレス 

417『絵と図でわかるデータサイエンス』 

上藤一郎/著 技術評論社 

【物理学】 
421.2『時間大図鑑』 

原田知広/監修 ニュートンプレス 

【地球科学】 
451『3 時間でわかる天気予報』 

ニュートンプレス 

451.9『世界の天変地異』 

マッティン・ヘードベリ/著 

日経ナショナルジオグラフィック社 

456.8『チバニアン誕生』 

岡田 誠/著 ポプラ社 

【動物】 
483.3『サンゴは語る』 

大久保奈弥/著 岩波書店 

【医学】 
491.3『睡眠の教科書』ニュートンプレス 

498.7『海をわたった母子手帳』 

中村安秀/著 旬報社 

【自動車工学】 

537.2『トコトンやさしい電気自動車の

本』廣田幸嗣/著 日刊工業新聞社 

【育児】 

599.0『男も育休って、あり?』 

羽田共一/著 雷鳥社 

【産業】 
662.1『図解知識ゼロからの現代漁業入

門』濱田 武士/監修 家の光協会 

678.2『地図でたどる世界交易史』 

フィリップ・パーカー/著 原書房 

【絵/マンガ】 
726.1『リエゾン こどものこころ診療所 

1～6』竹村優作/原作 講談社 

726.9『きりえや偽本大全』 

高木亮/著 現代書館 

【日本の小説】 

913.6『行きたくない』 

阿川せんり/著 KADOKAWA 

913.6『みとりねこ』有川ひろ/著 講談社 

913.6『Re:ゼロから始める異世界生活 

1』長月達平/著 KADOKAWA 

【外国文学】 

929.1『準備していた心を使い果たした

ので、今日はこのへんで』ホン・ファン/

著 扶桑社 

 

❆シリーズ続編入りました❆ 
 

376.3『ぼくはイエローでホワイトで、

ちょっとブルー 2』 

ブレイディみかこ/著 新潮社 

913.6『兇人邸の殺人（「屍人荘の殺人」

シリーズ 3）』今村昌弘/著 東京創元社 

913.6『ようこそ実力至上主義の教室へ 

2～6』衣笠彰梧/著 KADOKAWA 

913.6『遺跡発掘師は笑わない 13』 

桑原水菜/著 KADOKAWA 

913.6『久遠の檻（「天久鷹央の事件カル

テ」シリーズ 7）』知念実希人/著 新潮社 

913.6『死物語 上・下（「物語」シリー

ズ 28・29）』西尾維新/著 講談社 

913.6『てんげんつう（「しゃばけ」シリ

ーズ 18）』畠中恵/著 新潮社 

913.6『コンビニたそがれ堂異聞』 

村山早紀/著 ポプラ社 

913.6『水族館ガール 8』 

木宮条太郎/著 実業之日本社 

◇3 年生図書委員が選書しました◇ 
 

147『魚の雨が降ってきた』 

藤田能成/文 金の星社 

450『宮沢賢治の地学教室』 

柴山元彦/著 創元社 

460.8『世界のキレイでこわいいきもの』 

パイインターナショナル/編著 

パイインターナショナル 

913.6『恋って、どんな味がするの？』 

芥川 龍之介ほか/作 くもん出版 

913.6『無限の中心で』 

まはら三桃/著 講談社 

913.6『永遠の夏をあとに』 

雪乃紗衣/著 東京創元社 

933.7『銀をつむぐ者 上・下』 

ナオミ・ノヴィク/著 静山社 

933.7『オオカミの旅』 

ロザンヌ・パリー/作 あかね書房 
【参考図書】※館内閲覧のみ 
350.9『世界国勢図会 2021/22』 

矢野恒太記念会/編集 矢野恒太記念会 

・数字は本の背ラベルにある分類番号 

・♫はリクエストされた本 

新着図書案内 


