
感想文はこんなふうに書きませう 
１・２年生には夏休みに感想文の宿題が出ています。

悩む人が多いですよね。そこでプチ･アドバイス。 

絶対、役にたつ。 

どんな本を選ぶか 

 本の嫌いな人や、普段あまり本を読まない人ほど、「読みやす

そうな」本を選ぶようです。これでは、読むのは簡単ですか、

さて感想文を書こうという時に、何を書いていいかわからない

とか、書くことを思いつかないことが多い。「読みやすさ」では

なく、自分が興味の持てそうなテーマを含んでいる本を選ぶの

が一番です。テーマというのは、社会問題という意味だけでは

なく、例えば、友情であるとか、生きることであるとか、何で

もいいのです。  

 自分で本を買わなくても図書館に面白い本がいっぱいありま

す。読書コンクールの課題図書なんかもいいですよ。 

何を書くか 

 感想文に延々と本のあらすじを書く人がいます。退屈以外の

なにものでもない。本の内容を紹介する人もいます。感想文は

本の紹介ではありません。もちろんある程度のあらすじや内容

が必要な場合もありますが、本について書くのではなく、本に

書いてあること（登場人物の行動や考えや状況など）を通じて、

自分の生活や体験、そして「自分自身の心の中身」をふり返っ

て下さい。どう思うか、自分だったらどうしただろうか。自分

の心や生活を書いたらいいと思います。 

どう書くか 

 いきなり原稿用紙に向かって書き始めたらダメです。すぐに

書くことがなくなってしまいます。感想を書くことは、自分を

表現することですから、自分を表現するテーマを、本の中で見

つけてください。それから、印象に残った場面や登場人物の言

動をピックアップし、それを簡単なメモにします。それに対し

て自分の何を書くか考えて、またメモにします。こうして、感

想文全体の構成を作ります。さあ、それでは書き始めましょう。

な～んだ、簡単だ!? グッドラック!!  

 インターネットの丸写しは、だめですよ。            

（文責 図書部 沖） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

☆絵のある自伝  安野 光雅【著】 

過ぎたことはみんな、神話のような世界―なつかしい子ども

時代のことから、『街道をゆく』の司馬遼太郎さんのことま

で、色彩豊かな、世界的人気画家の心の情景。 

☆ミレニアム〈１〉ドラゴン・タトゥーの女〈上〉 

スティーグ・ラーソン【著】 

月刊誌『ミレニアム』の発行責任者ミカエルは、大物実業家

の違法行為を暴く記事を発表したが、名誉毀損で有罪になり、

彼は『ミレニアム』から離れた。そんな折り、大企業グルー

プの前会長ヘンリックから、兄の孫娘ハリエットが失踪した

事件を調べてほしいと依頼を受ける。 

☆あかりの湖畔   青山 七恵【著】 

大きな湖のほとり、遊歩道の奥にある「お休み処・風弓亭」

の三姉妹。次女・悠は東京へ出て女優を目指し、高校生の三

女・花映も外の世界に憧れている。２６歳の長女・灯子だけ

が、生まれ育った場所でいつまでも変わらぬ生活を望んでい

た。ある日、一人の青年がやってきて街に住み着く。妹二人

は彼こそが灯子の「運命を変える」のではと噂するが…。 

☆三毛猫ホームズの十字路  赤川 次郎【著】 

団地をパトロール中の元刑事が、誤って無実の男を殺してし

まう。さらに爆破犯の姉が死体で発見され…。様々に交錯す

る事件の結末は！？ 

☆愚者のエンドロール   米澤 穂信【著】 

文化祭の準備に追われる古典部のメンバーが、先輩から見せ

られた自主映画。廃屋で起きたショッキングな殺人シーンで

途切れたその映像に隠された真意とは!? ちょっぴりホロ苦

系青春ミステリの傑作登場！ 

☆何もかも憂鬱な夜に    中村 文則【著】 

刑務官の「僕」は、18歳の時の殺人で死刑判決を受けた山

井の担当になる。自分と似た部分を持つ彼に苛立ちと「何か」

を感じるが…。芥川賞作家が重大犯罪と死刑制度、生と死、

そして希望と真摯に向き合った長編小説。 

☆玉村警部補の災難  海堂 尊【著】 

正月特番用のバラエティ番組収録中、巨大迷路内でタレント

が殺された。カメラが設置された密室での犯罪が加納と玉村

を待ち受けるが、加納の論理的推理が炸裂する（「青空迷宮」）。 

「チーム・バチスタ」シリーズの加納警視正と玉村警部補が

難事件に挑む。 

 

 

○がんを生きる子―ある家族と小児ガンの終わりなき闘い 

松永 正訓【著】 

二度のがん、放射線治療、そして―体に刻まれた後遺症。

親は、子は、くり返される試練をどう乗り越えたのか？

娘・優希の「がん」に挑み続けた家族の闘いと再生を主

治医が描く渾身のノンフィクション。 

○ディズニーそうじの神様が教えてくれたこと 

鎌田 洋【著】 

仕事が夢と感動であふれる４つの物語。ウォルト・ディ

ズニーが最も信頼を寄せた「伝説の清掃員」が教えるサ

ービスを超える働き方。 

○トーキョー・ストレンジャー―都市では誰もが異邦人 

姜 尚中【著】 

姜尚中氏が語る現代人への応援メッセージ 

「都市とは自分の正体を目覚めさせてくれる場所であ

る」31の東京の風景とともに語る著者の人生・文化・

日本etcに関する提言の中には、明日への活力や考える

ヒントが満載。明快で力強いエッセイ。 

○サムライＤａｙｓ，欧州Ｄａｙｓ 

－夢と、ブログと、サッカーと  吉田 麻也【著】 

ブログがおもしろいと評判のサッカー日本代表・吉田麻

也選手。新たに書き下ろした文章をベースに、ブログと

して綴ってきた欧州と代表の日々を大幅加筆修正、期待

を裏切らないコミカルな文体で周囲の選手との交流やエ

ピソードを描く。貴重な撮り下ろし写真も。 

○やりたいことをやれ 

本田 宗一郎【著】 

本田宗一郎氏が、様々な場所に書き、語った言葉の数々

を一冊にまとめたものが本書。あふれるばかりの人間的

な魅力と、ものごとの本質を掴み切る飛びぬけた洞察

力！ 読む人に喜びと勇気を与える珠玉の言葉の数々。 

 

パスタでたどる 

イタリア史 

池上 俊一【著】 

「パスタを食べるこ

とでイタリア人はイ

タリア人であること

を自覚する」―。 

パスタをたど

ると、イタリ

アの歴史が見

えてきます。 

ダーウィンと出会った夏 

Ｊ・ケリー【著】 

1899年、新世紀を目前

にしたテキサスの田舎

町。11歳のキャルパー

ニアは、変わり者のおじ

いちゃんの「共同研究者」 

となり、実験や観察を

かさねるうち、しだい

に科学の面白さにひか

れていきますが･･･。 

 

オン・ザ・ライン 

朽木 祥【著】 

体育会系だが活字中毒の

少年侃は、仲よくなった友

だちに誘われてテニス部

に入ることになった。テニ

ス三昧の明るく脳天気な

高校生活がいつまでも続

くように思えたが…。少年

たちのあつい友情、そし

て、明日への希望の物語。 
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図書貸出数 第２次集約 １２１４冊 ７月９日現在 
 1組 ２組 ３組 ４組 ５組 ６組 合計 

１年 24 40 52 66 96 42 ３２０ 

２年 106 67 41 36 50 56 ３５６ 

３年 60 70 160 102 80 66 ５３８ 

4月以降、いったい何人の人が図書館で本を借りているかを調べた。1

年８０人、2 年４７人、３年１１１人でした。３年は、課題研究で図書

館の本を利用してくれているので、約半数の人が図書館で一冊以上の本

を借りていることになります。最近、大量に新しい本を購入しました。

小説以外の本にも挑戦してください。        【図書部 沖】 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

◇アメリカ先住民―あらたな歴史をきざむ民 

鎌田 遵【著】 

差別、迫学、貧困、暴力、アルコール、ドラッグ、ギ

ャンブル依存―あらゆ る困難がのしかか るアメリ

カ社会の最底辺で苦闘しつつ、先住民の誇りとあら 

たな挑戦に賭ける、同時代の、等身大のさまざまな部

族の相貌。１８歳で先住民居留地に迷いこみ、以来２

０年間彼らと時間をともにしてきた著者のみが描きう

る唯一無二の迫真の記録。 

◇ヒューマン―なぜヒトは人間になれたのか 

ＮＨＫスペシャル取材班【編】 

人類がホモ・サピエンスになってから約２０万年。私

たちの祖先は身体ばかりでなく、脳も進化させてきた。

脳がつくりあげる心も当然、進化したと考えられる。

本書はその壮大な歴史のなかに、心の進化を追いかけ

るものだ―。 

◇戦争中の暮しの記録 

暮しの手帖編集部【編】 

戦場、日日の歌、配給食品日記、お願い申します、疎

開、東京大空襲、わが町は焼けたり、一九四五年八月

六日、大阪全滅、飢えたるこどもたち〔ほか〕 

◇人類の歴史を変えた８つのできごと 

〈言語・宗教・農耕・お金編〉  眞 淳平【著】 

人類が文明を持つようになってから現在までの間に起

きた，人類史を根底から変えた大きなできごとを紹介．

Ⅰ巻では，言語，宗教，農耕，お金を取り上げます．

発生・成立から伝播の過程，人々に与えた影響や意義，

そして未来への展望まで，1万年以上に及ぶ人類の歩

みを独自の切り口でまとめあげた人類文明史． 

 

 

□知っておきたい物理の疑問５５ 

―物理の基本的知識を問う「疑問中の疑問」 

日本物理学会【編】 

答えられそうで答えに窮する極上の疑問集。空が青く、

夕日が赤いのは なぜ？といった、だれもが抱く疑問

から、宇宙がはじまる前には何があったの？といった、

専門家でもまだわからない疑問まで結論にいたる方法

に重きをおいて解説した物理の基本知識の集大成。 

鉛筆で紙に字が書けるのはなぜですか。 

□基礎からわかる天文学 

半田 利弘【著】 

本書は図版を豊富に組み込み、太陽系，恒星、銀河な

ど項目別に詳細にわたり解説していきます．読み物と

しても読み応えがあり、平易な文体のため雑学程度で

も天文学に興味を持つ一般の方でも理解できる内容。 

□宇宙の「一番星」を探して 

―宇宙最初の星はいつどのように誕生したのか 

谷口 義明【著】 

いまでは“星の数ほど”たくさんの星が存在すること

がわかっていますが、宇宙で一番最初の星は、いつ、

どのように産声をあげたのでしょうか。夜空の星から

天の川へ、天の川から銀河系へ、銀河系から銀河へ、

銀河から宇宙へ、宇宙から一番星へと、１３０億光年

以上の彼方をさかのぼって、一番星を探しにいきまし

ょう。 

□地球について、まだわかっていないこと 

山賀 進【著】 

自然界にはわかっていることもたくさんあるけれど、

それ以上にわかっていないことの方が多くあります。

いまだからこそ、自然に対して謙虚な姿勢で向き合う

ために、地球についての知識を整理してみましょう。

いま知っておきたい、大人のための地球科学入門。 

□日本の地震地図―東日本大震災後版 岡田 義光【著】 

どこで起こるのか、いつ起こるのか、何が起こるのか、

活断層・地震データ・地震予測などの最新情報決定版。 

東日本大震災を踏まえた最新版。全国（日本全国の地

震発生地域）、近畿（密集する活断層と繰り返される

海域の巨大地震）など。 

 

 

◎だけど、くじけない―子どもたちからの元気便 

長倉 洋海・東北の子どもたち【著】 

岩手・宮城・福島の子どもたちが綴った真っ直ぐな言

葉を長倉さんがとらえた笑顔。二つの力が深いメッセ

ージを織り成します。 

◎河北新報のいちばん長い日―震災下の地元紙 

河北新報社【著】 

肉親を喪いながらも取材を続けた総局長、殉職した販

売店主、倒壊した組版システム、被災者から浴びた罵

声、避難所から出勤する記者。それでも新聞をつくり

続けた。被災者に寄り添った社員たちの全記録。 

２０１１年度新聞協会賞受賞。 

◎津波と瓦礫のなかで～消防隊員死闘の記 

もっと多くのいのちを救いたかった。 

押し寄せる巨大津波をまえに決死の活動をつづけた被

災地の消防隊員と応援に駆け付けた兵庫県の消防隊員

たちの記録。 

◎記者は何をみたのか―３・１１東日本大震災 

読売新聞社【著】 

号泣した記者がいた、歯を食いしばってシャッターを

切ったカメラマンがいた。極限の現場で彼らは何を考

えたのか。一人称で語る７８人の取材記録。 

◎大災害と子どもの心―どう向き合い支えるか 

富永 良喜【著】 

災害・事故後の子どもの心をどう支えるべきか。これ

までに阪神・淡路大震災やインド洋大津波、四川大地

震などの現場で活動し、東日本大震災後、岩手県教育

委員会のスーパーバイザーとしてケアシステムの構築

を行っている著者が、子どもたちにストレスやトラウ

マへの対処法をどう教えるか実践的に示す。 

 

色彩のうた－ヒロ・ヤマガタ画集 

小山 博導【著】 

いずれも画集初登場の最新作ばかり。

姉妹篇の『色彩の詩人ヒロ・ヤマガタ

の世界』の刊行後に描かれた主要作品 

を網羅し、画家の心のうちを 

室伏哲郎が語りつぐ。 

 

かわいいマカロン  本橋 雅人【著】 

―かんたん！わくわく！サクッとおいしい！ 

材料も作り方もいたってシンプル。マカロン初心者で 

も簡単に作れます。クリスマスやバレンタインデー、 

お誕生日などのプレゼント菓子にもぴったり。 

 

走れ、優輝！ 

－最後まであきらめないで 

川内 美加【著】 

応援しながらも心配で、試合後に

は自分も倒れそうになる―。ずっ

と傍で見守ってきた母だからこ

そわかる息子・川内優輝の素顔。 

  優輝本人の信念も掲載。 

 

http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/search.cgi?skey=1&AUTHOR=%E1%C1%8F~%95%BD

