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図書館だより
～

お気に入りの本を見つけよう

具志川東中学校
図書館 発行
司書 宮城みちる

～

秋の読書月間 が始まりました!!
期間は、１０／７（月）～１２／２（月）です。
平日３冊、金曜・祝日前５冊まで貸出可能なので、
ぜひこの機会にお気に入りの 1 冊を見つけよう！
秋の読書月間の目的
➀ 読書への興味・関心を持ち、図書館利用への良い機会にする
➁ 月間中の活動を通じて読書の意義・楽しさを知り、今後の読書活動を充実させる

～読書月間取り組み内容～

昨年の校内ビブリ

・朝の読み聞かせ（10/9（水））

オバトルには、10

・校内ビブリオバトル開催（12/2（月））

名の生徒が出場！

・POP コンテスト
・特別展示（先生の 1 冊）
ポップ

〈POPコンテスト参加者募集〉
出版社ポプラ社が主催する全国学校図書館ＰＯＰコンテストへの参加者大募集!!
自分の好きな本の魅力を自由に表現しましょう。興味のある方は宮城まで。
図書館前には、２年生の国語の授業で制作したＰＯＰの展示を行っていますのでこちらもご参考に。

ＰＯＰコンテスト２０１８

〈先生の

冊〉

秋の読書月間にあわせ、先生の１冊を展示中です。
ご協力いただいた先生方ありがとうございました。
嬉しいことにほとんどの本が貸出中になっています。
本を借りた生徒のみなさん、読み終わったら、紹介
した先生に本の感想を話してみるのも良いですね😊

ＰＯＰ王賞

先生の 1 冊の中から具志川東中にある本のあらすじ紹介（先生方のメッセージは図書館前で見てね）
☆☆☆玉城祥校長先生の 1 冊☆☆☆

☆☆☆泊かおり先生の 1 冊☆☆☆

オール１の落ちこぼれ、教師になる

博士の愛した数式

中学校の通知表は「オール 1」
。中 3 の時の学力は、漢

「ぼくの記憶は 80 分しかもたない」博士の背広の袖

字は名前しか書けず、英語の単語は知っているのが

には、そう書かれた古びたメモが留められていた―記

BOOK だけ。数学の九九は 2 の段までしか言えない、落

憶力を失った博士にとって、私は常に“新しい”家政

ちこぼれが編み出した「オール 1」からの勉強法。い

婦。博士は“初対面”の私に、靴のサイズや誕生日を

じめ、ひきこもりのどん底からアインシュタインのビ

尋ねた。数字が博士の言葉だった。やがて私の 10 歳

デオに触発されて一念発起。中卒で働きながら猛勉強

の息子が加わり、ぎこちない日々は驚きと歓びに満ち

して超難関の国立大学に合格。奇跡の教師になるまで

たものに変わった。あまりに悲しく暖かい、奇跡の愛

の涙と感動の物語を紹介した話題のベストセラー。

の物語。

☆☆☆野村肇先生の 1 冊☆☆☆

☆☆☆高原めぐみ先生の 1 冊☆☆☆

ある晴れた夏の日の朝

崩れる脳を抱きしめて

アメリカの 8 人の高校生が、広島・長崎に落とされた

広島から神奈川の病院に実習に来た研修医の碓氷は、

原子爆弾の是非をディベートする。肯定派、否定派、 脳腫瘍を患う女性・ユカリと出会う。外の世界に怯え
それぞれのメンバーは、日系アメリカ人のメイ（主人

るユカリと、過去に苛まれる碓氷。心に傷をもつふた

公）をはじめ、アイルランド系、中国系、ユダヤ系、 りは次第に心を通わせていく。実習を終え広島に帰っ
アフリカ系と、そのルーツはさまざまだ。はたして、 た碓氷に、ユカリの死の知らせが届く――。彼女はな
どのような議論がくりひろげられるのか。そして、勝

ぜ死んだのか? 幻だったのか?

敗の行方は？

衝撃の真実!?

そして、明かされる

☆☆☆池原大嗣先生の 1 冊☆☆☆

☆☆☆亀浜遥先生の 1 冊☆☆☆

舟を編む

鬼談百景

出版社の営業部員・馬締光也は、言葉への鋭いセンス

学校に建つ男女の生徒を象った銅像。その切り落とさ

を買われ、辞書編集部に引き抜かれた。新しい辞書『大

れた指先が指し示す先は…（「未来へ」）。真夜中の旧

渡海』の完成に向け、彼と編集部の面々の長い長い旅

校舎の階段は“増える”。 子どもたちはそれを確かめ

が始まる。定年間近のベテラン編集者。日本語研究に

るために集合し…（「増える階段」）。まだあどけない

人生を捧げる老学者。辞書作りに情熱を持ち始める同

娘は時折食い入るように、何もない宙を見つめ、にっ

僚たち。そして馬締がついに出会った運命の女性。愛

こり笑って「ぶらんこ」と指差す（「お気に入り」）。

すべき変人たちが恋に仕事に右往左往。「大渡海」は

読者の体験談をもとに書かれた怪談九十九話。ときに

編み上がるのか?

おぞましく、ときに哀しく、そして優しいエピソード。

☆☆☆三木孝子先生の 1 冊☆☆☆

こころ

☆☆☆山田義恒先生の 1 冊☆☆☆

風をつかまえた少年

１４歳だったぼくはたった

あなたはそのたった一人になれますか。親友を裏切っ

ひとりで風力発電をつくった

て恋人を得た。しかし、親友は自殺した。鎌倉の海岸

アフリカの最貧国・マラウイを食糧危機が襲い、ウィ

で、学生だった私は一人の男性と出会った。不思議な

リアム少年は食べていくために中学校を退学せざる

魅力を持つその人は、
“先生"と呼んで慕う私になかな

をえなくなる。しかし、知的好奇心にあふれた彼は NPO

か心を開いてくれず、謎のような言葉で惑わせる。や

がつくった図書館に通い、そこで風力発電について書

がてある日、私のもとに分厚い手紙が届いたとき、先

かれた一冊の本と出会います。電気があれば暗闇と空

生はもはやこの世の人ではなかった。遺された手紙か

腹から解放される―ウィリアム少年は発電の仕組み

ら明らかになる先生の人生の悲劇――それは親友と

を独学し、廃品を集めて作った風車で発電に成功、そ

ともに一人の女性に恋をしたときから始まったのだ

こから大きなチャンスをつかみます。学ぶことの本当

った。

の意味を教える感動のノンフィクション。

☆☆☆宮城みちる先生の 1 冊☆☆☆

☆☆☆新垣芳美先生の 1 冊☆☆☆

月と珊瑚

赤毛のアン

「わたしは、六ねんせいになったので、べんきょうを

曲り角をまがったさきになにがあるのかは、わからな

がんばります。」ひらがなだらけの作文を、クラスメ

いの―。大きな眼にソバカスだらけの顔、おしゃべり

ートに「あなた、ほんとに六年生？」ってばかにされ

が大好きな赤毛のアンが、夢のように美しいグリン・

た。私は、
「勉強をしよう」って、本当にそう思った。 ゲイブルスで過した少女時代の物語。ちょっとした手
まず、どうすればいい。そうだ、漢字を書けるように

違いから、グリン・ゲイブルスの老兄妹に引き取られ

しよう。日記だ。日記を書こう。これはちかいだ――。 たやせっぽちの孤児アン。
初めは戸惑っていた 2 人も、
たどたどしい日記からは、沖縄の子どもたちが、いま、 明るいアンを愛するようになり、夢のように美しいプ
目にし、感じていることのすべてが浮かび上がってき

リンス・エドワード島の自然の中で、アンは少女から

ます。子どもの貧困、学力の差、沖縄文化の継承、そ

乙女へと成長してゆく―。愛に飢えた、元気な人参あ

して米軍基地問題……。沖縄に移住した作者があたた

たまのアンが巻き起す愉快な事件の数々に、人生の厳

めてきたテーマが、いま花開きます。

しさと温かい人情が織りこまれた永遠の名作。

☆☆☆玉那覇清美先生の 1 冊☆☆☆

☆☆☆謝花芽先生の 1 冊☆☆☆

やさしいあくま

世界で一番美しい元素図鑑

その痛みを、やさしさを、抱きしめて、温めて―。

世界をかたちづくる根源 118 個の元素を、美しい写真

病気のおばあちゃんと暮らす男の子フウと、悪魔の男

で表現した元素百科。元素それぞれについて、純粋状

の子チュッチュとの友情を描いた物語です。ある日薬

態と日常見かける化合物や応用製品の代表例を美し

草をとりに行った山で迷子になったフウは…。痛みと

い写真で掲載。各元素の発見・性質・用途など科学的

やさしさが伝わる絵本。

解説や意外なエピソードをユーモアを交えて紹介。

☆☆☆安冨祖佳代子先生の 1 冊☆☆☆

☆☆☆仲宗根敦子先生の 1 冊☆☆☆

逃げろ 生きろ 生きのびろ!

眠れなくなるほど面白い 図解 統計学の話

「死んでないから、大丈夫！ 生きてるんだから、何

日常生活に必要となる分析力と予測力がつく!

も失敗してないよ。死ぬほど辛ければ、逃げてもいい

私たちの生活の周辺には数限りないデータがありま

んだよ」

す。それを数えたり、平均を出したり、傾向を見たり、

学生から「生きる意味がわからない」と悩みを打ち明

分類をしたりすることによって、規則性や性質、意味

けられたことがきっかけで生まれた『生きるって、な

がわかり、さまざまな分野に活用することができま

に？』の第２弾。生きることに悩む人の心に、もっと

す。ビッグデータや人工知能が注目され、いま、最も

もっと寄り添える本が作りたいという著者の思いが

必要な知識とされる統計学。統計データを読み取る力

つまった本書は、心を軽くし、自分らしくありのまま

を身につければ、世の中の流れや社会のしくみまで見

で生きていいのだと気づかせてくれる。

えてくる!

☆☆☆砂川光太郎先生の 1 冊☆☆☆

三国志
中国の三国時代を描いた漫画で、中国で覇権を争って
いた魏・呉・蜀の国のうち、蜀を中心に描かれた作品
です。

下記の本は現在、具志川東中の図書館にはありませんが、
他の図書館から貸出可能か確認出来ますので、読みたい本があればお気軽に宮城まで声をかけて下さい！
大越なつき先生「きいろいゾウ」、 島袋聖菜先生「天久鷹央の推理カルテ」
、
山田敏美先生「夢を絶対に実現させる６０日間ワークブック」、 玉榮かおる「時間の花束」、
渡嘉敷賢治先生「人生を変える勇気

踏み出せない時のアドラー心理学」、 知念政明先生「不動心」

今月の新着図書情報

〈貸出中の場合は、予約サービスを利用してね〉

こども六法
法律は自分を守る武器になる。いじめ、虐待に悩んでいるきみへ。法律はみんなを守るた
めにある。知っていれば大人に悩みを伝えて解決してもらうのに役立つ。きみを強くする法
律の本。イラストとやわらかい言葉で解説する。

死ぬんじゃねーぞ!!」 いじめられている君はゼッタイ悪くない
タレント、女優、歌手、声優として活躍する”しょこたん”こと中川翔子さんが、いじめ
で不登校になり、「死にたい」とまで思い詰めた先に見つけた気持ちを文章と漫画で綴りま
す。学校に行くのがつらい、そんな夜に読んでほしい。

プラスチック・プラネット

今、プラスチックが地球をおおっている

日常生活に欠かせないプラスチック。しかし、「分解しない」という特性から、様々な問
題が起きている。海洋ゴミによる野生生物の死、不正な処理や投棄、製造過程で発生する二
酸化炭素など、どれも深刻な問題だ。よく知り、解決に向けて何ができるのかを考える本。

もしも悩みがなかったら
人生に行き詰まった僕のもとに、
、突然姿を現した不思議な女の子「悩美」。彼女は、僕の
悩みを減らすためにアドバイスをすると言う。こうして僕と悩美の共同生活が始まり…。彼
女が教えてくれた悩みの真実とは?
名作ビジュアル図鑑

1 作品編 本がもっと好きになる

学研プラス

９０２

グレッグのダメ日記 さすがに、へとへとだよ

ジェフ・キニー作

９３３キ

日本のロボット くらしの中の先端技術

奥村 悠

５４８

国谷裕子と考える SDGs がわかる本

国谷 裕子

３３３

5 分後に意外な結末 ex アクアマリンからあふれる涙

桃戸 ハル編著

９１３コ

15 歳までに知っておきたい言葉 1800

早稲田スクール

８１４

折れない心を育てるいのちの授業

小澤 竹俊著

１５９

君たちは今が世界(すべて)

朝比奈 あすか著

９１３ア

早咲きの花

宗田 理作

９１３ソ

12 の問いから始めるオリンピック・パラリンピック研究

坂上 康博編著

７８０

掟上今日子の乗車券

西尾 維新著

９１３二

希望の糸

東野 圭吾著

９１３ヒ

本当の「頭のよさ」ってなんだろう?

斎藤孝

１５９

元号の歴史大事典

相田 満監修

２１０

KZ’ Deep File 断層の森で見る夢は

藤本ひとみ

９１３フ

気持ちを「言葉にできる」魔法のノート

梅田 悟司著

１４１

中学生からの勉強のやり方

清水 章弘著

３７５

平和のバトン 広島の高校生たちが描いた 8 月 6 日の記憶

弓狩 匡純著

３１９

+1cm

キム ウンジュ文

１５９

14 歳からの資本主義 君たちが大人になるころの未来を変えるために

丸山 俊一著

３３２

小説きみと、波にのれたら

豊田美加著

９１３ト

警察官の一日/消防官の一日

WILL こども知育研究所編著

３１７

キミのままでいい 100 万いいね!を集めた 187 の愛の言葉

たぐちひさと著

１５２

ぼくらは戦友

大化から令和 由来と改元の理由

たった 1cm の差があなたの世界をがらりと変える

