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読書週間のアンケート結果（学年ごと） 

は教室に掲示してあります。見てね！！ 
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どのように用意しましたか

家にある本 学校の図書館 書店で購入

公共図書館 友だち 先生から

その他
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何冊読めましたか
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しっかりと読むことができましたか

しっかり読めた だいたい読めた

あまり読めなかった ほとんど読めなかった



   

 

 

  

※不朽の名作がよみがえる。 

『山月記』 中島 敦/著 出版/立東舎 

『刺青』 谷崎 潤一郎/著 出版/立東舎  

  『人間椅子』 江戸川 乱歩/著 出版/立東舎   

 ※猫にまつわる７つの物語。「旅猫リポート」外伝も２編収録！ 

   『みとりねこ』 有川 ひろ/著 出版/講談社 

   ※ミステリーのテーマで読み解く作品集。 

   『むかしむかしあるところに、死体がありました。』 青柳 碧人/著 出版/双葉社 

   『赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。』 青柳 碧人/著 出版/双葉社 

   ※人間・鷗外の実像に迫る。 

   『闘ふ鷗外、最後の絶叫』 西村 正/著 出版/作品社 

   ※YouTube で人気の不動産ミステリー 

   『変な家』 雨穴/著 出版/飛鳥新社 

   ※闇ビジネスに巻き込まれた少年のゆくえは・・・ 

   『テスカトリポカ』 佐藤 究/著 出版/ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

   ※家族も友達も信じられない高校生の真波は・・・ 

   『明日の世界が君に優しくありますように』 汐見 夏衛/著 出版/スターツ出版 

   ※「意味が分かると怖い話」の著者がおくるホラー短編集。 

   『スマホに届いた怖い話』 藤白 圭/著 出版/河出書房新社 

   ※何気ない文章なのにそこには深い意味がある。それに気づいたとき・・・ 

   『意味が分かると震える話』 藤白 圭/著 出版/河出書房新社 

   ※『十の輪をくぐる』の著者、最高の力作！読みたい本ランキング１位！ 

   『トリカゴ』 辻堂 ゆめ/著 出版/東京創元社 

 

 

       なるには Books ペリカン社 

    ※仕事の内容や収入・将来性、<なり方>などをくわしく解説 

     『社会福祉士・精神保健福祉士になるには』 田中 英樹/著 

     『環境専門家になるには』 小熊 みどり/著 

 

 

 

みんなからのリクエストで入った

本もあるよ！ 



※歴史を動かしたのは偉人ではなく、チームだった！ 

『日本史を動かした 50 チーム』 伊藤 賀一/監修 出版/JTB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸ 

※古墳人はどのようにして暮らしていたの？ 

『知られざる古墳ライフ』 譽田 亜紀子/著 出版/誠文堂新光社 

※「かわいさ」と「ユーモア」に溢れる古代（縄文時代・弥生時代・古墳時代）。            

『かわいい古代』 譽田 亜紀子/著 出版/光村推古書院 

※激動の明治・大正・昭和の時代を、地図を用いてビジュアルに解説。 

『地図でスッと頭に入る昭和と近現代史』 後藤 寿一/監修 出版/昭文社 

※歴史を動かしたのは男たちだけではなかった。 

『日本史を動かした女性たち』 北川 智子/著 出版/ポプラ社                      

※日本初の絵入百科事典「訓蒙図彙」の世界がここにある。        

『江戸のことば絵事典』 石上 阿希/著 出版/ＫＡＤＯＫＡＷＡ      

※知っているようで知らなかった神社の基礎知識が、イラストと簡単な説明でよくわかる。 

『神社語辞典』 本村 のり子/著 出版/誠文堂新光社 

※世界遺産に登録されている宮殿や映画の舞台になった城などを紹介！ 

『世界のすごい城と宮殿 333』 地球の歩き方 

※郷土資料 

『近江日野商人の歴史と商法』 満田 良順/著 出版/サンライズ出版  

※お金の基本をストーリーマンガで解説。 

『マンガでわかる高校生からのお金の教科書』 小柳 順治/原作 出版/河出書房新社 

※平和と安全を守るきまりとは・・・ 

『人権と自然をまもる法ときまり 4』 笹本 潤法律/監修 出版/大月書店 

※みんなが大好きなアイスのガリガリ君はどのようにして作られているかがわかる１冊！ 

『ガリガリ君ができるまで』岩貞 るみこ/著 出版/講談社 

※しなやかで折れないメンタルの付け方とは？ 

『本当の「心の強さ」ってなんだろう?』 齋藤 孝/著 出版/誠文堂新光社 

※暮らしの中でであう危険な植物がわかる本。 

『ヤバすぎ!!!有毒植物・危険植物図鑑』保谷 彰彦/写真・文 出版/あかね書房 

※現代を生き抜くために必要な思考法とは？ 

『「科学的」は武器になる』 早野 龍五/著 出版/雷鳥社 

※それぞれの時代の流行はファッションをみればわかる！ 

『ストリートファッション 1980-2020』 出版/パルコ 

※よりよい結果をだすためには、栄養と食事術が大切！ 

『スポーツする人の栄養・食事学』 樋口 満/著 出版/集英社 

※困難事例への支援・対応法がわかる。 

『セルフ・ネグレクトのアセスメントとケア』岸 恵美子/著 出版/中央法規出版 



※野球にまつわる疑問に「科学的な見地」で答える。 

『野球の科学』 川村 卓/著 出版/SB ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 

※調査・レポート・論文作成に必要不可欠な文献調査法について解説 

『文献調査法』 毛利 和弘/著 出版/DB ジャパン 

※ケーキを等分に切ることができない人がいる！ 

『ケーキの切れない非行少年たち』 宮口 幸治/著 出版/新潮社 

※目に関する病気を科学的に解説。 

『ハーバード×スタンフォードの眼科医が教える放っておくと怖い目の症状 25』 

梶原 一人/著 出版/ダイヤモンド社 

※児童・高齢者問題に関するエッセイ！ 

『手をつなぎあえる社会に』 市川 隆一郎/著 出版/水曜社 

※よりよい人間関係を築くには? 

『まっすぐ人間関係術』 山崎 聡一郎/著 出版/講談社 

※対処法や助けを求める方法などを、子どもにわかるようやさしく解説 

『ぎゃくたいってなあに?』青木 智恵子/著 出版/金剛出版 

※知られているようで知られていない沖縄県の意外な素顔に迫る。 

『沖縄のトリセツ』 出版/昭文社 

『沖縄からアジアが見える』 比嘉 政夫/著 出版/吉川弘文館 

※小さな臓器、甲状腺から見えてくるは？ 

『オンナたちの甲状腺』 山内 泰介/著 出版/現代書林ﾞ 

※身近なものでできる、おもしろい遊び道具が満載。 

『作ってあそぶ!ままごと&ごっこ』 まるばやし さわこ/著 出版/インプレスﾞ 

※認知症のある人が経験する世界とは？ 

『認知症世界の歩き方』 筧 裕介/著 出版/ライツ社 

『マンガでわかる認知行動療法』 大野 裕/著 出版/池田書店 

※福祉サービスのしくみや手続きを解説。 

『図解福祉の法律と手続きがわかる事典』 若林 美佳/監修 出版/三修社 

※不登校・ひきこもり状態の子どもとの関わり方を紹介。 

『不登校・ひきこもりから抜け出す 7 つのステップ』 椎名 雄一/著 出版/学びリンク 

『ひきこもり“心の距離”を縮めるコミュニケーションの方法』 山根 俊恵/著 出版/中央法規出版 

※男性育休取得者となった著者のお話。 

『男も育休って、あり?』 羽田 共一/著 出版/雷鳥社 

※さまざまな介護パターンを紹介！ 

『マンガでわかる介護入門』 上田 惣子/著 出版/大和書房 

※介護を仕事にしようと思っている人が知っておきたいこと！ 

『介護の現場と業界のしくみ』 高山 善文/著 出版/ナツメ社 



※女性の身に起こるトラブル、ほとんどすべて、法が守ってくれます。 

『わたしの味方になる法律の話』 遠藤 研一郎/著 出版/大和書房 

※ストレス０を目指して! 

『おうちストレスをためない習慣』 杉岡 充爾/著 出版/クロスメディア・パブリッシング 

※八大地獄と室町期に誕生した新しい地獄について解説。 

『てくてく地獄さんぽガイド』 田村 正彦/著 出版/グラフィック社 

※ヨーロッパの内奥部に位置するチェコとスロヴァキア。その歴史とは？ 

『図説チェコとスロヴァキアの歴史』 薩摩 秀登/著 出版/河出書房新社 

※様々な IT 用語を収録。 

『見るだけ IT 用語図鑑 278』 草野 俊彦/著 出版/SB ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 

※韓国語を覚えて、韓流ドラマを見るのはいかが？ 

『基礎から学べるはじめての韓国語文法』 金 孝珍/著 出版/ナツメ社 

※学校だから大丈夫は違法です。しっかり知ろう、著作権！ 

『著作権ハンドブック』 宮武 久佳/著 出版/ス東京書籍 

※手話は、コミュニケーションツールの一つです。しっかり覚えて楽しくお話しょう！！ 

『わくわく!納得!手話トーク』  松岡 和美/著 出版/くろしお出版 

 

 『#動物園に行こう』 出版/JTB パブリッシング 

 『#水族館に行こう』 出版/JTB パブリッシング 

 『知るほど楽しい!パンク町田のゆかい痛快!動物の子育ての世界』 

   パンク町田/著 出版/赤ちゃんとママ社 

 

 

        『一冊でわかる中国史』 岡本 隆司/監修 出版/河出書房新社 

                『一冊でわかる戦国時代』 大石 学/監修 出版/河出書房新社 

                『一冊でわかる幕末』 大石 学監修/著 出版/河出書房新社 

 

 

 

特別貸出実施しま～す！！ 

１２月７日（火）～２３日（木）

に貸出した図書の返却期限は令和

４年１月７日（金）まで借りるこ

とができるよ！ 

 


