
✡生きるヒント✡
No. 分類 タイトル・著者など きらり✡ひとこと紹介

1 140シ
面白いほどよくわかる！自分の
心理学　渋谷昌三/著

みんなと心理テストで盛り上がったこと、ありますか？
今度は一人で、心理学に触れてみましょう。

2 141ア あなたの感情たちのトリセツ
講談社/編

ネガティブに見える感情たちにもちゃんと意味がある。
あなたの感情の取り扱いについて楽しく理解できます。

3 146ミ
１０代のうちに知っておきたい折れ

ない心の作り方　水島広子/著
自分の中にある嫌な気持ちの扱い方を、精神科医が教え
ます。

4 159シ １０代のための座右の銘
大泉書店編集部/編

小難しいことを言いたいんじゃありません。なんかカッコイイ言葉
があったらいいな、くらいの気持ちでめくってみよう。

5 159ヒ
道は必ずどこかに続く
１５歳の寺子屋　 日野原 重明/著

人生の先輩からの、素敵な生きるヒント。

6 330サ

お金の話を１３歳でもわかるように一
流のプロに聞いたら超カッキ的な経
済本ができちゃいました！
佐々木かをり/著

何をするにも必要な、お金。そもそも何？稼ぐって？大人でもなか
なか明確には答えられない疑問に答えてくれます。

7 726ヤ 国境のない生き方
ヤマザキマリ/著

漫画「テルマエ・ロマエ」の作者ヤマザキマリさんがつづる
体験的人生論。

8 814オ 似ていることば
おかべたかし/文

考えてみれば、よくわからない！うまく説明できない！
似ているもの。写真＆解説でスッキリ！

9 914ウ 明日は、いずこの空の下
上橋菜穂子/著

「精霊の守人」、「獣の奏者」の作者による旅行記。
物語の原点がここに。

10 914サ まる子だった
さくらももこ/著

みんなが知っているあの子のお話です。
きれいごとだけじゃない、率直な気持ちが感じられます。

11 Eコ ひともじえほん
こんどうりょうへい/作

ヒト４人、カサ、扇子、手ぬぐい。
これだけで、組体操で５０音全部つくれます！

✡戦 争✡ 933ウ

「弟の戦争」

ロバート･ウェストール/著

テレビのニュースで見る戦争

は、戦闘ゲームのようにどこか

現実味のないものに感じてい

ませんか？この物語を読ん

だとき、そんな「遠い」戦争を

目の前に突きつけられたように

感じました。

✡生きるヒント✡ 916ク

「ひとりではじめた

アフリカボランティア」

栗山さやか/著

メイクとファッションがすべて

だった渋谷１０９の元ギャル店員

が、アフリカで女性や、子どもを

支援する協会をたったひとりで

設立した！貧困と病気に苦しむ

人々に献身的な活動を続ける

日々とその思いを語ります。
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名取市図書館（学校図書館支援センター）

司書が、この夏、中学生の皆さんにおすすめする一冊

名取市図書館では、この夏、「生きるヒント」「戦争」「文学」「古典」「戦争」をテーマに、中学生の

皆さんへのおススメの本を選びました。今年の夏休み、ぜひお気に入りの一冊を見つけてください。



✡戦　争✡
No. 分類 タイトル・著者など きらり✡ひとこと紹介

1 913タ ビルマの竪琴
竹山道雄/著

終戦後も戦地ビルマに残ることを決めた一人の青年。音楽が国を
超えて戦時下の人々をつなぎます。

2 933モ ゾウと旅した戦争の冬
マイケル・モーパーゴ/著

戦争に巻きこまれた動物と人間の愛の物語。

3 933リ 戦火の三匹　ロンドン大脱出
ミーガン・リクス/著

戦争の時代を生きたペットたちの運命とは？

4 943オ 走れ、走って逃げろ
ウーリー・オルレブ/著

ユダヤ人少年がナチスの迫害から逃げ続けるお話。淡々とした描
写が、かえって戦時下の過酷さを伝えます。

✡古　典✡
Ｎo. 分類 タイトル・著者など きらり✡ひとこと紹介

1 910ナ 夏目漱石、読んじゃえば？
奥泉光/著

夏目漱石は難しくない！漱石の没後100年、まずは気楽に
読んでみませんか？

2 913モ 新釈　走れメロス　他四篇
森見登美彦/著

太宰治「走れメロス」のパロディ。とにかく笑えます。

3 943エ モモ
ミヒャエル・エンデ/著

「時間とはなにか？」生き方を考えさせられる深い物語。

4 943ケ 飛ぶ教室　新訳
エーリヒ・ケストナー/著

子どもの涙が大人の涙より小さいなんてことはないんだ。

5 Ｅイ イソップ物語　１３のおはなし
いまいあやの/著

イソップ物語には、たくさんの「なるほど」がつまっています。

✡科　学✡
Ｎo. 分類 タイトル・著者など きらり✡ひとこと紹介

1 404ウ 10
ⅹ
の世界

上田剛慈/著

素粒子、たらこ、銀河まで？「10倍」をキーワードに、一見関連が
なさそうな世界がつながります。

2 404マ ホワット・イフ？
ランドール・マンロー/著

「野球のボールを高速で投げたら？」。
おバカな質問に天才が本気で答えています。

3 431ヨ 元素生活
寄藤文平/著

元素図鑑は数あれど、この本ではほぼおじさんキャラクターで構
成されています！働くおじさん達の姿、ご覧ください。

4 467ク
チンパンジーはいつか人間にな
るの？　　熊谷さとし/著

「進化は進歩ではない。」
おどろきがいっぱいの進化論入門。

5 480マ 生きものの持ちかた
松橋利光/著

身近な動物からあんな動物まで！どう持てば動物は安心するの
か？その道のプロが教えます。

✡古 典✡ 932シ

「夏の夜の夢・あらし」
ウィリアム・シェイクスピア/著

余計なことをしてかえって

事態を面倒な方向へ進めて

しまった。

そんな事態も、恋愛において

は楽しみと思えるものかもし

れません。他人事に限っての

ことですが…。

✡科 学✡ 514ミ

「街角図鑑 」
三土たつお/著

このマンホールは…

この標識は…この信号は…？

街角に何気なく存在する物を

集めた楽しい図鑑です。

あなたの街を形作る物たち

の、意外な役割や意味を楽し

く学べます。この本を片手に

街を歩けば、いつもの風景が



✡文　学✡
No. 分類 タイトル・著者など きらり✡ひとこと紹介

1 911ホ 短歌ください
穂村弘/著

あまりの自由さに　「これが短歌なの！？」　と衝撃を受けました。

2 911マ カキフライが無いなら来なかった
せきしろ・又吉直樹/著

又吉は気になるけど「火花」はハードルが高い人へ、まずはこの俳
句集を！

3 913ア 旅猫リポート　有川浩/著 野良猫からサトルの猫になったナナが見た、旅のリポート。

4 913イ 紙コップのオリオン
市川朔久子/著

人と関わっていくことに勇気と希望をくれる一冊。

5 913ウ 園芸少年
魚住直子/著

およそ友達になりそうもない3人の少年が、園芸部の活動を通して
友情を深めていきます。

6 913ク ハーフ
草野たき/著

少しずつ大人になっていく真治と父親との関係を描く、
家族の物語。

7 913セ あと少し、もう少し
瀬尾まいこ/著

弱小駅伝チームが、それぞれの思いをかけて走る青春小説。

8 913ヒ 風の中のマリア
百田尚樹/著

命はわずか三十日－。
オオスズメバチの命をかけた戦いの物語。

9 913フ 雲をつかむ少女
藤野恵美/著

誰かとネットでつながることの危うさとすばらしさ、両方を教えてく
れる物語です。

10 913モ ペンギン・ハイウェイ
森見登美彦/著

最後の一文、アオヤマ君の思いの深さに泣けてきました。

✡文 学✡ 933ブ

サマセット四姉妹の大冒険

レズリー・Ｍ・Ｍ・ブルーム/著

有名人の娘である日常生活に、

ちょっと疲れているコーネリア。

隣に引っ越してきた作家、ヴァー

ジニアが語る、陽気なサマセット

四姉妹の物語に夢中に。

ヴァージニアの話に勇気をもらい、

コーネリアは自分と向き合いはじ

めますが……。

平成２８年度名取市子ども読書活動推進事業

自由研究応援 講座

日時：7月31日（日）13：30～15：00（13：00開場）

会場：名取市文化会館 3階 小ホール

講師：中村 伸子（なかむらのぶこ）さん

対象：小中学生 ※小学1年～3年生までは保護者同伴

定員：30名（保護者除く） 参加費：無料

申込が必要です。図書館に申し込んでください。

TEL382-5437 FAX382-5706

本を使って調べる方法

のポイントを教えます！

まとめた作品は、コン

クールに出してみよう！

講師 中村伸子さん

千葉県袖ケ浦市学校図書館

支援センタースタッフ

白百合女子大学非常勤講師

（司書教諭課程）

「中学生イラストコンテスト」について
今回、「きらり☆すてきな一冊 2016」中学生版ブックリス

トを制作するにあたり、図書館では市内中学生からイラス

トを募集してコンテストを開催しました。２９点の応募作品

の中から、各賞は来館者に投票してもらい決定しました。

コンテストの結果は、市図書館と市内中学校図書館に掲

示してあります。応募してくれた皆様、ありがとうございま

した。なお、最優秀賞と優秀賞に選ばれた作品は、中学校

版ブックリストに、また、特別賞に選ばれた作品は、小学

生版ブックリストに表紙絵や挿絵として採用・掲載させて

いただき、市内全児童・生徒に配布しました。館内でも、配

布していますのでご覧ください。

☆最優秀賞 佐藤 未奈美さん（みどり台中）

☆優秀賞 琥珀さん （第二中）

☆優秀賞 るー。さん （増田中）

☆特別賞 ８７１、さん （第一中）

☆小学生版 ブックリスト採用
低学年版・くらげ。さん、中学年版・猫袋ウタさん、

高学年版・よくいるｇｕｙさん


