
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第３７号 伊集院中学校図書室 令和２年７月 文月 July  

 

   きらめく夏に向かって 

 七月を迎え、早いもので今年も半分が過ぎようとしています。さあ、これから

いよいよ一年の折り返しの後半がスタートします。なんとなく日々

を送るよりも、一日一日を意識して過ごすことが自分の成長にもつ

ながります。大きな災害をもたらしている梅雨も今月中旬過ぎには

明けそうです。これから気温もぐんぐん上がり、季節は真夏へと向

かっていきます。水分補給、手洗い、うがいなどを習慣付けて元気

な夏を過ごしましょう。 

      

 

 

 

  ＊＊夏に読みたい「自然科学」の本！！＊＊ 
わかりやすい、おもしろい、自然科学の本あります…！ 

 
 

 

□ロウソクの科学 
ファラデー・著 

ノーベル化学賞を受賞し

た吉野彰氏の「化学への興味

を持つ原点」となった運命の

1 冊。ロンドンの貧しい鍛冶

屋 屋の家に生まれたファラデーは、1 本のロ

ウソクを用いて科学と自然、人間との深い

交わりを伝えようとする。 

 

□空気の発見 三宅泰雄・著 

昔の人たちは、自分たちの周りに

ある“何か”に「空気」と名付けま

した。「空」という字は「何もない」

という意味を持ちます。「気」は「気

持ち」とか「たましい」という意味

を持ち です。これはどこの世界でもほぼ同じ考えでし

た。その後、実体のない空気には重さがあり、そ

れを証明したのがイタリアのガリレオ・ガリレイ

でした…。――科学を楽しくする名著！ 

 

□数学物語 
矢野健太郎・著 

数学は苦手！と言う人は

多いのでは。この本は人類の

文化が発展していくのに必

要っだった、最初の数の概念

から 

 
 

から、数の数え方の工夫、動物は数を認識

するのかなど、数の起こりと発展について

おもしろく書かれています。難しく考えず

に興味を持って手に取ってください。 

 

□世界の仕組みを物理学で知る 
松原隆彦・著 

 物理学を知っていると、見える景色

が変わり、世界が変わる―—。 

 生活に欠かせないスマホや携帯電

話。契約数はすでに人口より多い！ 

なのになぜ、自分あての電話・メールが間違わずに

自分のところに届くのか。答えは情報を伝えるのが

「電波」だから。これも「世の中仕組みの中の物理」。 

理科・坂元先生のおすすめ！ 

〈 日置市中央図書館より 〉 

 夏季期間中の利用について 

 ○学習机の席数の変更 
 １階１２席 ⇒  ６席 

 ２階２４席 ⇒ １２席 

○利用時間の変更 
 午前の部 ９時～１３時 

 午後の部１４時～１９時 

 （13 時～14 時は換気・清掃の 

ため、利用できません） 

※今年は新型コロナウイルス感染防止対策に

伴い、利用の変更点やお願いがあります。 

 

○利用する皆さんへお願い 
 例年、他の利用者への迷惑行為が

見受けられます。以下のことを守っ

て利用してください。↓↓↓ 

・友だち同士でのおしゃべりがない

ように！ 

・携帯電話の使用はできません！ 

・飲食はできません！ 

 

・ ＊多くの市民の皆さんが利用する公共図書館です。 

中学生として恥ずかしくない行動を心がけてください！ 

  

◇ 夏休み特別貸出し ◇ 

○７月１７日(金)より 一人５冊まで借りることができます 

 ○１学期に借りた本は、一度すべて返却をお願いします！ 

  

 

１学期貸出し上位者紹介！ 
（７月８日現在） 

 

1  ３-１ 野口 美玲さん 124 

2  １-１ 松崎 美澪さん 117 

3  ２-５ 古川 凛 さん 112 

4  １-４ 渕脇 玄惺さん 103 

5  １-５ 田代 大翔さん 102 

6  １-１ 小屋敷聖菜さん  96 

   ２-５ 吉村 龍飛さん  96 

8  １-４ 山口 寛斗さん   86 

9 １-３ 里之園夢月さん  83 

10 ２-２ 齋藤 礼漣さん  81 

  

 

―平和を考える夏に― 

□字のないはがき   向田邦子・原作 

      角田光代・文  西 加奈子・絵 

 教科書にも載っている、向田邦子さんの

名エッセイが絵本に。 

戦時中、集団疎開した妹に父が持たせた

はがきの束。「元気な時はマルを書いて１枚

ずつポストに入れなさい」。大きなマルはや     

がて小さくなっていき…。 

戦争中の向田さん一家

のちいさな妹と、いつもは

こわいけれど愛情の深い

お父さんのエピソードを

綴った感動の実話。  

「この読み、わかるかな？」 
Q1 「水母」「海月」はどちらも同じ読み

です。 

Q2 「河豚」の読みは？ 

Q3 「海豚」の読みは？ 答え・Q1 くらげ Q2 ふぐ Q3 いるか  

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%BD%E3%82%AF%E3%81%AE%E7%A7%91%E5%AD%A6-%E8%A7%92%E5%B7%9D%E6%96%87%E5%BA%AB-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%A9%E3%83%87%E3%83%BC/dp/4041002842/ref=sr_1_1?dchild=1&hvadid=386500101036&hvdev=c&jp-ad-ap=0&keywords=%E3%82%8D%E3%81%86%E3%81%9D%E3%81%8F%E3%81%AE%E7%A7%91%E5%AD%A6&qid=1593740036&sr=8-1&tag=yahhyd-22


 

第２弾！ 今年の夏は、本も読む夏！   

７月１５日(水) 

昼休み時間より 

貸出しスタートです。 

 

 
□人生最後の日にガッツポーズして死ねる 

 たったひとつの生き方     ひすいこたろう・著 

 

□塩の街        有川浩・著 

 塩が世界を埋め尽くす塩害の時代。塩は

着々と街を飲み込み、社会を崩壊させようと

していた。有川浩・デビュー作！ 

□空の中        有川浩・著 

□海の底         〃 

 「塩の街」に続く有川浩の自衛隊三部作シリーズ。 

 

□掟上今日子の乗車券 西尾維新・著 

□掟上今日子の設計図  〃 

 掟上今日子――彼女の記憶は眠るたびにリセット

される。その特性をいかし、彼女は「忘却探偵」と

して活動していた。そんな今日子が営業活動と称

し、ボディーガードの親切守を引き連れて旅にでる

――。 

□ばかみたいって言われてもいいよ 1 
            吉田桃子・著 

オシャレ中 2 女子・杏都はファッションが

大好き!ところが両親の離婚騒動に巻きこま

れ、思いがけず母親と田舎で暮らすことに…。 

 

□朔
さく

と新
あき

        いとうみく・著 

中学時代、新は長距離走者として注目を浴び

ていたが、ランナーとしての未来を自ら閉ざ

し、高校に進学した後も走ることをやめた。 

そんな新に、突然、朔が願いを伝える。 

「伴走者になってもらいたいんだ、オレの」。 

 

□みつきの雪     眞島めいり・著 

 信州の村にすむ小学五年生の少女・満希

は、都会からの山村留学生、行人と気の合う

友人へとなっていく。 

 やがてふたりは同じ高校に進んだが、満希

は地元で農家を継ぐことになり、行人は遠く

の医大への進学を希望していた――。 

 

□平和の場合バトン  弓狩匡純・著 
「このままでは、原爆のことが忘れられ

てしまう」と、勇気を振りしぼって話しはじ

めた被爆者の声を、そして見た光景を、美術

を学ぶ高校生が絵にして記録する「次世代

と描く原爆の絵」プロジェクトが、2007年

にスタートしました。 

□11番目の取引   アリッサ・ホリングスワーク・著 

 アフガニスタン難民のサミと祖父の生きる術であり、心の

拠り所だった伝統楽器ルバーブが奪われた! 買い戻すには 1

か月以内に 700ドルが必要だ。サミは友だちの助けを借りて

自分の持ち物で物々交換を始める。希望と友情の物語。 

 

□太陽ときみの声     川端裕人・著 

□スガリさんの感想文は 

いつだって斜め上 ３   平田駒・著 

□にじ姫さまのいるところ  上山和音・著 

□窓            小手毬るい・著

ひとりの女性である母の生き方を知ることで、

大きく成長する少女を描く母と娘の物語。 

□アトリと五人の王         菅野雪虫・著

〈東琴（トゴン）〉の姫・アトリは王宮で虐げられ、まともな

教育も受けられず内気に育つ。厄介払いとして幼くして送ら

れた嫁ぎ先は、枯れ果てた小国〈柚記（ユシロ）〉に暮らす、

病を得た王のもと――。 

□ちぐはぐな部品          星新一・著 SF

からミステリ、時代物まで、バラエティ豊かなショートシ

ョート集。 

□いみちぇん！１８        あさばみゆき・著 

□１％ １５           このはなさくら・著 

 

□僕のヒーローアカデミア 1～3 

□僕のヒーローアカデミアTHE MOVIE 

□僕のヒーローアカデミア 祭    

堀越耕平・誉司アンリ・著 

□小説映画ドラえもん のび太の新恐竜 

□小説はたらく細胞３  時海結伊以・著  

 

 

□泣くな研修医    中山祐次郎・著 

□逃げるな新人外科医   〃 
現役外科医が圧倒的なリアリティで描いた、

感動の医療ドラマ。 

□池上彰が聞いてわかった生命のしくみ 

池上彰ほか・著 

□わけがわかる中学理科 

□宇宙で唯一の自分を大切にする方法 山川亜希子・著 

 

□仏教図鑑      山折哲雄・著 

□お母さんは命がけで 

 あなたを産みました 内田美智子・著 

□世界を変えた１０冊の本 池上彰・著 

□スクール・ペップトーク 岩崎由純・著 

□野球の正論      江本孟紀・著 

□「空気」を読んでも従わない 
              鴻上尚史・著 

□レギュラーになれないきみへ 元永知宏・著 

□１５歳、まだ道の途中   高原史朗・著 

□私たちの負けられない想い。オザワ部長・著 

□恋って、何ですか？   河出書房新社・編 
 

 

□いじめ 心の中がのぞけたら７ 本山理咲・著 

□ディズニー きっと、何もかもうまくいく 

□青い光が見えたから   高橋絵里香・著 

□もうひとつの曲がり角   岩瀬成子・著 

□飛ぶための百歩 ジュゼッペ・フェスタ・著 

 

□ざんねんな歴史人物    真山知幸・著 

他人の評価なんて、「気にしなくていいんだ!」と

思える本。64人の人生。 

□グレタの願い ヴァレンティナ・キャメリニ・著 

世界を動かした 16歳の勇気ある環境活動家、グ

レタ・トゥーンベリの物語。 

 

□熊本城復活大作戦  佐和みずえ・著

2016 年４月に起きた熊本地震で、大きな害を
受けた熊本城。およそ 20 年とされる修復作業

が進められています。 

□小説鬼滅の刃３風の道しるべ 

 吾峠呼世晴・著 

 

 

https://www.amazon.co.jp/%E6%B3%A3%E3%81%8F%E3%81%AA%E7%A0%94%E4%BF%AE%E5%8C%BB-%E5%B9%BB%E5%86%AC%E8%88%8E%E6%96%87%E5%BA%AB-%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E7%A5%90%E6%AC%A1%E9%83%8E-ebook/dp/B086DCY7XZ/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E6%B3%A3%E3%81%8F%E3%81%AA%E7%A0%94%E4%BF%AE%E5%8C%BB&qid=1594020844&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E7%B5%B5%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B6-%E4%BB%8F%E6%95%99%E5%9B%B3%E9%91%91-%E5%B1%B1%E6%8A%98-%E5%93%B2%E9%9B%84/dp/4799108395/ref=sr_1_1?dchild=1&hvadid=386505907632&hvdev=c&jp-ad-ap=0&keywords=%E4%BB%8F%E6%95%99%E5%9B%B3%E9%91%91&qid=1594091132&sr=8-1&tag=yahhyd-22

