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図書館だより
～ 今月の図書館目標：読書の習慣を身に付けよう

具志川東中学校
図書館 発行
司書 宮城みちる

～

入学・進級から１ヵ月が過ぎましたか、新しい環境には慣れてきましたか？
GW１０連休明けには、各クラスでマザーハートによる第１回読み聞かせがありましたね。
保護者はもちろん、初めてお会いする地域の方々も多いので、いつもとは違う新鮮な雰囲気になっ
たかと思います。毎回読み聞かせボランティアの方々は、絵本の楽しさを伝えたい！中学生へこの
メッセージを届けたい！というたくさんの思いを込めて読み聞かせを行っています。クラス全員
で絵本の世界を共有できる、今だけの特別な時間です。次回の７月開催もお楽しみに♬

保護者のみなさんへ
具志川東中学校で、
読み聞かせを行いませんか？
読み聞かせボランティアマザーハ
ートは、隔月ごとにクラスでの読み聞
かせを行っています。（マザーハート
という名前ですが、もちろん男性も大

★☆★読み聞かせで読んでいただいた絵本★☆★

歓迎です！現在３人活躍中です！）

〔１学年〕Biscuit Goes to School、ぼんやきゅう、
ねえだっこして、ちょっとだけまいご、

◎ 初心者大歓迎
◎ １回だけの参加も可能

ふわふわくもパン、ぜつぼうの濁点、

まずは見学してみたい、はじめから一人

トイレの神様、半日村

は不安、お子様連れのご参加など…

〔２学年〕オオカミグーのはずかしいひみつ、

ご不明な点・お問い合わせは

いいからいいから、チキンマスク、

司書宮城まで（973－1212）

王さまと王さま、たまごにいちゃん、

★お気軽にご参加ください★

ぶたくんと１００ぴきのおおかみ、
これは本、これなんとよむの、ノンタンのいないいないばぁ～
〔３学年〕自己肯定感を持とう（オリジナル）
、バッタのバタ吉（オリジナル）、おこだでませんように、
〔６・７・８・９組〕うえきばちです、おかあちゃんがつくったる
図書館前廊下には、
全校生徒のオススメの
１冊を掲示中！
ぜひ参考にしてみてね。

〔１年生〕だから私は、明日のきみ
〔３年生〕あの花が咲く丘で、君と

〔２年生〕星の王子さま／サン＝テ を描く／９１３シ

また出会えたら。／９１３シ

グジュペリ／９５３サ

主人公の遠子と、孤立から助けてく

７０年前にタイムスリップした少

「本当に大切なものは目には見え

れた遥は、同じ彼方という男の子を

女が、特攻隊の青年に恋をする。戦

ない」とキツネが言った言葉は共感

好きになる。ケンカをしてしまうけ

争のことを知れて、感動する物語。 し、感動した。何度読んでも面白い。 ど仲直りするところに感動した。

ほし

たびびと

星の旅人

い の う ただたか

でんせつ

かいぎょ

こ ま え りょう

伊能忠敬と伝説の怪魚／小前 亮

著／289

行方知れずの父を探すため、少年は伊能隊と共に旅をする…。伊能忠敬の足跡を、
少年の視点で描く歴史読み物。伊能忠敬の生い立ちや、時代背景、当時の風俗、測
量技術の進化など、解説ページも充実。
※伊能忠敬とは … 海岸線を測量して地図をつくった江戸時代後期の測量家。
約１７年間、歩いた距離は約４万ｋｍ、彼の死後作業は弟子に受け継がれ完成したのが、
日本初の実測地図「大日本沿海輿地全図」
。現在の地図とくらべても北海道と九州に少しずれが
みられるくらいで、ほとんど一致する正確なものだった。

ある晴れた夏の朝

こ で ま り

小手鞠 るい著／913 コ

アメリカの 8 人の高校生が、日本に対するアメリカの原子力爆弾投下の是非につ
いて、原爆肯定派と否定派に分かれて討論する。日系アメリカ人のメイは、否定派
の 1 人として演壇に立つことになり…。
↑これから、選挙権を手に入れ社会を築いていく中高生にぜひおすすめしたい！１冊です！（司書宮城）

サイド・トラック 走るのニガテなぼくのランニング日記
／ダイアナ・ハーモン・アシャー作／933 ア
ADD(注意欠陥障害)があり、授業を聞いていられなかったり、同級生にからかわれ
たり、日々心配事が絶えない中学生のジョセフ。運動が嫌いなのに、陸上競技をす
るハメになり…。あきらめない心の大切さをユーモラスに描く。

いい人ランキング／吉野 万理子著／913 ヨ
人の悪口を言わないし、掃除はサボらないし、
「宿題を見せて」と頼まれたら気前
よく見せる。
「いい人」と呼ばれるのは、いいことだと思っていた。夏休み明けの教
室で起こった小さな変化はやがて…。ちょっとビターな青春小説。

さよ

十二歳の刺客／森川 成美作／913 モ

壇ノ浦の戦いから、ひとり生き残った平家の姫・さよ。彼女には、一族を滅ぼし
た源氏の大将・源義経に復讐をするという野望があった…。まっすぐに生きていく
勇気を伝える物語。

スマート

キーラン・ウッズの事件簿／キム・スレイター作／933 ス

キーラン・ウッズは中学 2 年生。まわりの人からは「バカ」
「低脳」と言われるが、
観察眼が鋭く、天才的に絵がうまい。キーランは川に死体が浮いているのを発見す
る。警察は事故だと言うが、殺人事件だと思ったキーランは…。

★今月の新着図書情報★（貸出中が多いので、ぜひ「予約」をしてください）
10 代のための疲れた心がラクになる本
自分を好きになる方法／長沼 睦雄著

「敏感すぎる」「傷つきやすい」

友だち関係、勉強、家族、容姿…。生きづらさを抱えている 10 代に向けて、ストレ
スの正体や「超敏感気質(HSP)」についての知識を紹介。どうすれば気持ちを変え、行
動を変えられるか具体的な方法をまとめる。

大人を黙らせるインターネットの歩き方／小木曽 健著
個人情報、ネットいじめ、成績、炎上…。ネットには大人たちの心配のタネがいっ
ぱい。だったら、そんな心配を吹っ飛ばす知恵を提案してあげよう! 中学・高校生に
向け、大人も納得する無敵のネットとのつき合い方を伝授する。

アスリートがくれた元気が出る言葉 ／あかね書房
落ち込んでいる時、元気が出ない時、世界で活躍するアスリートの言葉は、私たち
を、きっと元気にしてくれる。サッカーの香川真司選手をはじめ、20 人のアスリート
が大切にしている言葉と、それにまつわるエピソードを紹介。

グリーン・グリーン

1／あさのあつこ著／

農林高校に都会育ちの新米教師がやってきた。出会ったのはバラの花が好きな豚!?
季節ごとの実習や、生徒たちの苦悩と向き合う、驚きと笑いと感動の日々を描く。
※「グリーン・グリーン 2

新米教師二年目の試練」もあります。

ラストで君は「まさか！」と言う たったひとつの嘘

PHP 研究所

９１３ラ

ラストで君は「まさか！」と言う 悪魔のささやき

PHP 研究所

９１３ラ

ラストで君は「まさか！」と言う 恋の手紙

PHP 研究所

９１３ラ

ラストで君は「まさか！」と言う 恐怖の手紙

PHP 研究所

９１３ラ

スポーツ年鑑２０１９

ポプラ社

７８０

おもしろいほど成績が上がる中学生の「間違い直し勉強方」

伊藤敏雄

３７５

これまでヒミツにされてきた誰でもトップ層に入れる中学生の勉強法

石田勝紀

３７５

「文系？」
「理系？」に迷ったら読む本 AI 時代の進路の選び方

竹内薫

００２

単位の事典 さまざまな単位を３時間でザッと学べる！

ニュートンプレス

４２０

時間のすべて 時間の正体が３時間でザッとわかる！

ニュートンプレス

４２０

おきなわの一年

ボーダーインク

K３８８

おきなわが食べてきたもの

上里隆史

K３８８

東大ナゾトレ東京大学謎解き制作集団ＡｎｏｔｈｅｒＶｉｓｉｏｎか 東 京 大 学 謎 解 き 制 作 ７９８
らの挑戦状 第８巻

集団～

龍神王子４・５

宮下恵茉

９１３ミ

若おかみは小学生！Ｐａｒｔ１９・２０

令丈ヒロ子

９１３レ

小中学生からはじめるプログラミングの本２０１９年版

日経パソコン

００７

ジュニア学習年鑑２０１９

朝日新聞出版

０５９

ぼくたちと駐在さんの７００日間戦争 ２７

ママチャリ著

９１３マ

このほかの新着図書は、図書館の「新着図書リスト」を確認してください。

★今月の新着図書情報★（貸出中が多いので、ぜひ「予約」をしてください）
中学生・高校生の仕事ガイド

2019-2020 年版／進路情報研究会編

中学生・高校生の進路選択に役立つデータブック。多彩な職種の仕事内容、専門学
校・大学の選び方、必要な学歴、取得すると有利な資格などを紹介する。検索しやす
い INDEX、仕事に関連する団体等のウェブサイトも収録。

僕の永遠を全部あげる／汐見 夏衛著
家族やクラスメイトからぞんざいに扱われ、生きる意味を見失っている少女・千花。
絶望に打ちひしがれていたある雨の日、不思議な少年・留生が現れ、傘を差し出して
くれた。
「やっと見つけた」という言葉とともに…。

LIFE

人間が知らない生き方／麻生 羽呂著，篠原 かをり著

ペンギンの教え、ライオンの教え、パンダの教え…。20 種類の生き物たちの知られ
ざる生態から、人間が生き残るための「戦略」と「習慣」を学ぶ本。奇才漫画家と生
物学の天才が、生き物の世界にある「普遍の道理」を描く。

思わず考えちゃう ／ヨシタケ シンスケ著
「いわゆる男女の仲って何?」「他人のストローの袋が気になる」「孤独感を、どう
解消するか」…。ついつい考えすぎちゃう絵本作家が、まじめな事から世にも下らぬ
事までスケッチと共に書きとめる。
写真とデータでわかる平成時代
１

平成の国際関係

２

平成の政治と経済

３

平成の科学と技術

４

平成の日本社会

５

平成のスポーツ

６

平成のくらしと文化

どう考える？憲法改正 中学生からの「知憲」
１

日本の憲法を知ろう

３

くらしのなかの憲法を知ろう ４ 憲法改正について知ろう
リデュース

２１

谷口真由美

３２

岡山朋子

５１８

宮澤

４９

２ 世界の憲法を知ろう

ごみについて知ろう
１

時事通信社

２ リユース

３ リサイクル

ミクロワールド人体大図鑑
１

生命と細胞

２ 骨と筋肉

３ 消化器

４

呼吸器と心臓

５ 脳と感覚器

６ ホルモンと免疫

７

ミクロの世界から人体を見る

七郎

５秒後に意外な結末 アポロンの黄色い太陽

桃戸ハル編著

９１３コ

５分後に恋の結末

橘 つばさ著

９１３コ

ジュニア空想科学読本 １６

柳田 理科雄著

４０４

この素晴らしい世界に祝福を！１４・１５

暁 なつめ著

９１３ア

春が来たら、泣くかもしれない

熱男のことば 球界最高のモチベーターが実践する究極のポジティブ 松田 宣浩著

７８３

マインド
まだ見ぬ春も、君のとなりで笑っていたい

汐見夏衛著

９１３シ

このほかの新着図書は、図書館の「新着図書リスト」を確認してください。

