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特別号第２弾

夏休み直前の今号は、特別企画の「図書委員による推

薦図書の紹介」と図書館からのお知らせをお届けします。

まずは、推薦図書の紹介をどうぞ！企画の最後を飾るの

は３年生図書委員からのお薦め本です。

３－１ 林 美菜子

『杜子春』 芥川 龍之介著

杜子春は、財産を浪費し、乞食になるも、突如現れた老人の

おかげで大富豪となる。人生の転落を繰り返すうちに、自分の

財力に集まる人間に愛想を尽かし仙人を志すのだが・・・。人

間味溢れる人物描写が印象的な、芥川龍之介が贈る童話です。

３－１ 今井 麻友

『オーディション社会 韓国』 佐藤 大介著

嫌っている人も多い韓国ですが、その内情を見てみると、日

本と似ていることに気付きます。似ている点を知ることによっ

て、日本にとっても活かせることがあります。これから生きて

いくのに役立つ情報が必ずあります。読んでみて下さい。

３－２ 神代 和香菜

『クロックワークスリー』 マシュー・カービー著

様々な理由で不幸な３人の少年少女が、幸せを手に入れるた

め大冒険をする物語。始まりはささいな出来事から３人の糸が

絡み合います。相手を信じて助けあうことが“カギ”。児童文

学なので、ファンタジー小説が好きな人なら誰でも楽しめます。

３－２ 大泉 知夏

『ディズニー魔法の会計』 秦 美佐子著

「儲かるしくみ」がわかる５つの物語として書かれている。

主人公が挑んだ会社の最終面接舞台はＴＤＬ。面接官が繰り

出す「16の問題」をクリアできるのか。「夢」を「お金」に

変える戦略を会計で分析するという、今までにない本。TDL

がお金の塊に見えてくる！新しい発見があります。

３－３ 城市 真己

『獣の奏者 全５巻』 上橋 菜穂子著

獣の医術師である母と暮らす少女エリン。ある日

戦闘用の獣・闘蛇が大量死し、責任を問われ母親が

処刑される。孤児となったエリンがめぐ

る運命は…。母と同じ獣の医術師を目指

すエリンが、王獣の子と向き合い、心を

通わせていくところは心が震えるほど感

動します。

３－３ 佐藤 悠気

『悪の教典』 貴志 祐介著

高校の人気英語教師、蓮実聖司。しかし、彼の本性は、自

分の邪魔をする者ならば誰であろうと躊躇せず殺害するサイ

コパスだったのだ。蓮見が裏と表の顔をうまく使い分け、罪

を犯していく怖さが必見。

３－４ 西坂 快斗

『ドロップ』

品川ヒロシ著

お笑い芸人品川ヒロシの

処女作。私立校から市立校

へ転校した信濃川ヒロシ。

理由はヤンキーに憧れて。

「狂犬」と呼ばれる井口達

也に出会い非日常的な毎日

が…。お笑い芸人が書いて

いるので堅苦し

くなく、本が苦

手な人でも読み

やすい。

３－４ 関山 駿

『ギネス世界記録2015』

クレイグ・G著

100カ国以上、累計1

億3200万冊のベストセ

ラーで、驚きと感動の

記録が掲載。60年間の

記録の数々、人間の軌

跡に誰もが驚かされる

でしょう。図書館では、

男女問わず、人気の1冊

です。

３－５ 飛田 弦

『王様ゲーム』 金沢 伸明著

「王様」と呼ばれる者から、クラスメイト全員にメールが届く。

エスカレートする無謀な命令に戸惑い恐れながらも挑むが、クリア

出来ず仲間は次々と減っていく。「王様」の正体を探って読んでい

くところが面白い。

３－５ 宮本 圭太

『パズル』 山田 悠介著

超有名進学校が武装集団に占拠された。人質となっ

た教師を助けたければ、広大な校舎にばらまかれた

2000のピースを探し出し、パズルを完

成させなければならない！生徒300人で

問題を解きピースを探しだしていくと

ころはドキドキした。

３―６ 草地 悠里

『暗い森のサーカス』

マチゲリータ著

この本に記されているのは、何

処かの世界で起こった悲劇。鬱蒼

と萌える“暗い森。7

つの悲劇の「向こう

側」が、今、語られ

る。童話をモチーフ

にしている短篇集な

ので読みやすい。

３－６ 鈴木 陽貴

『悪の教典 全２巻』

貴志 祐介著

晨光学院町田高校の英語教師蓮見聖司は、

ルックスの良さと爽やかな弁舌で、生徒や

同僚、PTAを虜にしていた。

だが彼は共感性欠如の殺人鬼

だったのだ。蓮実が何を考え

ているか想像して読み進める

ことがポイントです。

３－７ 佐川 達哉

『空想科学漫画読本』

柳田 理科雄著

漫画のなかの「ありえない！」と思える

シーンを科学で解明していくという本です。

その割に、結果がシュールで

とても笑いを誘ってきます。

ページをめくる手も止まらな

い(笑)シリーズ化していて、

映画版などもあるので興味が

あったらどうぞ！

３－７ 佐川 大樹

『もしも高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』

岩崎 夏海著

数年前にベストセラーになり、映画やドラマ化もされた作品です。

野球部の女子マネージャーが「マネジメント」の本を手に野球部の運

営に当てはめていき甲子園に導いていきます。ドラッカーの本は難し

いのに、小説の形式でわかりやすく書かれています。

３－８ 窪木 慧

『ドＳ刑事 全２巻』

七尾 与史著

ドＳな美人刑事黒井マヤと代官山

脩介コンビのサスペンス物語。マヤ

の推理で犯人を追い詰め

ていきます。マヤと代官

山の関係が少しずつ深まっ

ていくところが面白い。

ドラマ化されてます。
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３－９ 砂川 龍二

『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』

岡田 麿里著

ある夏の終わりに主人公の前に現れた少

女“めんま”。彼女の願いを叶えるため、

かつて幼馴染だった高校生たちは再び集ま

る。彼女の願いは叶うのか？集まった仲間

たちも、それぞれに心に痛みを抱えていて、

その切なさが印象的です。

３－９ 蛭田 真嗣

『まおゆう魔王勇者 全５巻』

橙乃 ほまれ著

人間vs魔族が長い戦争をしている世界。

「勇者」は魔王を倒すべく闘いを挑むが、

なんと魔王は可愛い女性だったのだ。こ

の世界の本当の敵は、魔族ではなく、社

会秩序や経済活動が戦

争に依存していること

だと魔王は語るが・・・。

ファンタジー小説だが

経済についても学べる

物語。

３－１０ 鈴木 麻璃奈

『リトルターン』 五木 寛之著

コアジサシという１羽の鳥が、突

然飛べなくなってしまい、地上で生

活することに。そこで今まで知らな

かった様々なことを経験し、挫折か

ら再生の道へと向かいます。「ゆう

れいガニの知らな

いことを知る必要

がある」というセ

リフが印象的です。

３－１０ 星 明日香

『植物図鑑』 有川 浩著

独身ＯＬのさやかは、ある日自

宅マンションの近くで行き倒れて

いた青年「イツキ」を拾った。植

物に関する博識さと料理の腕で、

さやかを虜にしてしまったイツキ

だが・・・。謎の

青年「イツキ」は

居候でありながら

男気があり、女子

ならみんな惹かれ

るでしょう。

３－８ 中嶋 憲吾

『イニシエーション・ラブ』

乾 くるみ著

代打で呼ばれた合コンの席で

僕はマユに出会った。やがて２

人は恋に落ち…。最近映画化さ

れ話題の小説。一瞬の恋愛とほ

ろ苦い青春が描かれている。ラ

ストの大どんで

ん返しに驚くで

しょう。

第61回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書が決まりました。以下の３点です。この中から

どれでも好きな本を読んでみてください。そして感想文を書いてみましょう！

『マララ

～教育のために立ち上がり、

世界を変えた少女』

マララ・ユスフザイ著

(岩崎書店)

タリバンに撃たれてもなお、

女の子が学校に通う権利を訴え、

ノーベル平和賞を受賞したマラ

ラの最新手記。自らの物語と思

いを語ります。

『希望の海へ』

マイケル・モーパーゴ著

(評論社)

戦災孤児のアーサーはオース

トラリアに送られて過酷な日々

を過ごす。が、彼の夢は娘に引

き継がれ・・・父娘二代にわた

る感動の物語。

『ペンギンが教えてくれた

物理のはなし』

渡辺 佑基著

(河出書房新社)

ペンギン、アザラシ、アホウド

リ。野生動物に記録機を付け驚

異の生態を初めて解明した冒険

と研究。科学の面白さに目覚め

る本。

読書感想文を書くにあたってのポイント

その一、その本をくり返し読むべし

その二、本の内容と対話すべし

その三、テーマを決めて書くべし

その四、たったひとつの表現を模索すべし

その五、正しい日本語で書くべし

(国語科:杉山先生)

夏休み図書館開館日

今年の夏の開館日は次の通りです。

開館時間は午前９時から午後５時までです。

１号館の校舎改修工事の都合により、日程を

変更することもあります。

7777////22221111 7777////22222222 7777////22224444 7777////22227777 7777////22228888

7777////22229999 8888////5555 8888////22224444 8888////22226666


