
 

 
今年の夏休みは、いつもと違う夏休みです。私にとっては初めて部活がある夏休

みになります。今年は部活で広島に行きます。先輩といられるのもあと少しなの

で、思い出に残るような写真をたくさん撮りたいです。しかし、部活のことばか

り考えていられないのも、高２の夏です。学校の課題はもちろん、各教科の苦手

を潰しておきたいです(特に数学)。また、来年は行けそうにないお祭りにも行っ

ておきたいです。そして綿菓子をたくさん食べます。勉強に部活に遊びに…とに

かく全てを全力でやって悔いの残らない夏にしたいです！！ 
勝負の夏は今年もアツい！ 

          （ＰＮ：くま大臣） 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
１・２年生には夏休みに感想文の宿題が出ています。 

そこでアドバイス。絶対、役にたつ。読んでみて。 

本は買わないで、３，４冊借りる 

 本屋さんへ行く人も多い。買うのは一冊くらい。それを読んでみて

面白くなければ、万事休す。図書館で本を数冊借りよう。少し読んで

みて面白くなければ別の本へ。良い本、感想文の書けそうな本に出会

える可能性が高まる。右に紹介した課題図書なんかもいいですよ。 

読みやすい本を選ぶと・・・悩 

 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、あらすじ以 
外に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。テーマは、社会問題もある

けど、親子の絆、友情、他人との関係、生きること、

いじめなど、何でもいいのです。 

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。ストーリー展開の

各場面で感想を書き連ねていく人もいます。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ない。

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、「自分自身の中身」 
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。本の内容や登場人物に触発されて、 
自分の心や人生・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ると難しい。すぐに書くこと

がなくなってしまいます。なにしろ２千字ですから。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。 グッドラック!!  

    コピペはだめですよ。  （文責 図書部 沖） 

図書貸出数 第２次集約 １３１８冊 7月13日 
 1 組 ２組 ３組 ４組 ５組 ６組 合計 

１年 87 43 93 145 81 137 ５８６ 

２年 21 14 124 21 21 12 ２１３ 

３年 66 65 118 121 81 68 ５１９ 

昨年は、年間貸出数が過去最低の２３３６冊。今年は、

７月１３日現在で昨年の５６％分の貸出数です。 

１年は、青春読書ノートの提出で、「読んでみよう感動の

一冊」からたくさん借りてくれています。３年生も課題研

究でいろいろな本を借りてくれています。 

２年生は、もう少し頑張ってほしい。 

でも、図書室が遠くなりますね。 

 

  

こんにちは、今年の春から大学に通っている、北校の卒業生です。 
今回は大学生も、らいぶらりにゅーずに参加してみよう！という企画です。 

いきなりですがみなさん、大学生のイメージはどんなものですか？ 
自由、楽しそう、遊んでばかり？色々あると思いますし、私もそうでした。 
確かに大学は自由です。自分のやりたいことに挑戦できます。私は先日、ボラン

ティアで地域のゆるキャラのお手伝いをしました。裏側を見たりして、本当に楽

しかったし、良い経験になりました。しかしその楽しい分、テスト勉強に苦しむ

日々がやってきました…。レポート提出とかです。レジュメを作って発表…とか

も多い。しんどい。 
そこで！伊丹北の総合学科の活躍どころ！！私は伊丹北の中で発表が得意な方

では無かったのですが、大学内では発表を誉められたんです、驚きです。もう高

校時代の学習に感謝してます！みなさんにも今、頑張って欲しいなあと思います。 
これから夏休み、毎日暑くてだらだらしてしまいますね…。でもせっかくだか

ら、高校生ならではのことをしてみてください。今しかできないこと、た 
くさんありますよ！私はもう、最近制服を見ると若いな…って思ってしま 
います。悲しい…。 

特に３年生は勉強もありますが、ちょっとした息抜きを楽しみに、 
頑張ってください。ではみなさん、充実した夏休みを！！！  

（ＰＮ：ベッカムさん） 

 

 

 

夏休みと言えば、部活に打ち込んだり遊びに行ったり趣味に没 

頭したり…。今の私にとっては過去を羨んでしまいそうになるほどで

す。とはいっても、おちおち立ち止ってもいられません。『受験は団体競

技』とある先生も言っていました。（言葉の意味を天邪鬼に捉えているか 

もしれませんが）周りの子に関心を向けながら勉強するのは、意外と程

よいプレッシャーになって私は結構好きだったりします。夏風邪や熱  

 中症のロスタイムに気をつけながら、秋までにちゃんと走りきれる 

だけの実力がつくよう頑張ります！     

（ＰＮ：ハッピーアイスクリーム） 

○ツバキ文具店    小川 糸[著] 

言いたかった ありがとう。言えなか 

ったごめんなさい。伝えられなかった大切な 

人ヘの想い。鎌倉で代書屋を営む鳩子の元には、今日も風変わ

りな依頼が舞い込む。伝えられなかった大切な人への想い。あな

たに代わって、お届けします。 

○日本人はどこから来たのか？   海部 陽介[著] 

約１０万年前、アフリカを出た私たちの祖先は、４万８千年前、ヒマラ

ヤ山脈を挟んで、南北に別れて拡散、１万年後、東アジアで再会する。そ 

して、私たちの遙かなる祖先は、古日本列島に、３ルートから

進出した。３万８千年前の航海術の証拠そして実験、世界各地

の遺跡の年代調査比較、ＤＮＡ分析、石器の比較研究。日本に

いたる人類の「グレート・ジャーニー」その新たなる仮説―。 

○兵士は戦場で何を見たのか  デイヴィッド・フィンケル[著] 

戦争は兵士たちの身体を無慈悲にかつ無意味に破壊する。失明、火傷、 

四肢切断…ピュリツァー賞受賞ジャーナリストが、イラク戦争

に従軍したアメリカ陸軍歩兵大隊に密着。若き兵士たちが次々

に破壊され殺されていく姿を、目をそらさずに見つめる。話題

作『帰還兵はなぜ自殺するのか』に劣らぬ衝撃の前編。 

 

●シンドラーに救われた少年 
レオン・レイソン【著】 

これ以上、悪いこと

が起こりませんよ

うに！「シンドラー

のリスト」に載った

最年少のユダヤ人 
による証言録。 
ユダヤ人大虐殺の過酷な体験を 

生き延びた少年と家

族。「最悪の状況で最

善のことをした」ごく

普通の人間＝シンドラ

ーの本当の勇気とは、

何だったか？ 

●タスキメシ  

額賀 澪［著］ 

陸上の名門高校で長距離選

手として将来を期待されて

いた早馬は、右膝の骨折と

いう大けがを負いリハビリ

中。そんな折、調理実習部

の都と出会い料理に没頭す

る。箱根駅伝を夢見て長距 

離走に青春を捧げ

る陸上青年それぞ

れの思いと生き様

が熱く描かれる。 

 

●ハーレムの闘う本屋 
  ～ルイス・ミショーの生涯 

バーンダ・ネルソン【著】 
１９３９年、ニューヨーク７番

街に、風変わりな書店が誕生し

た。ナショナル・メモリアル・

アフリカン・ブックストア。黒

人が書いた、黒人についての本

だけを売る店。「ニグロは本を 
読まない」と言われてい

た時代、世間の嘲笑をよ

そに、黒人に本を、そし

て、知識を広めることに

尽力したルイス・ミショ

ーの生涯とは…？ 



 

○不器用っ子が増えている 
―手と指は「第２の脳」  

谷田貝 公昭[編著] 

“手抜き文化”は、“手抜きしつ

け”がつくりだす！「箸が使えな

い」「ハサミが使えない」「顔を 

洗えない」「雑巾がし

ぼれない」子どもが激

増。イラストで実態を

紹介し、教えるべきポ

イントを解説。 

◆ 
★クマゼミから温暖化を考える 

沼田 英治【著】 
クマゼミ増加の原因は、温暖

化が進んだせいなのか？地道

な調査・実験から温暖化との

関係を明らかにする。 

☆九年前の祈り  
 小野 正嗣【著】 

三十五歳になるシングルマザーの

さなえは、幼い息子の希敏をつれて

この海辺の小さな集落に戻ってき

た。何かのスイッチが入ると引きち

ぎられたミミズのようにのたうち

まわり大騒ぎする息子を持て余し

ながら、さなえが懐かしく思い出し

たのは、九年前の「みっちゃん姉」

の言葉だった。表題作「九年前の祈

り」他、四作を収録。 

◎漫画でわかる猫のきもち 
ネコマキ【画】今泉忠明【監修】 

あなたはたぶんまだ、猫を誤解し

ている。ほのぼのゆるゆる猫マン 
ガと最新の動物学のタッグ 

で解き明かす、おど

ろくべき猫の本音。 
 

 

 

◇コーヒーが冷めないうちに 
川口 俊和【著】 

お願いします、あの日に戻らせてくだ

さい―。「ここに来れば、過去に戻れる

って、ほんとうですか？」不思議なう

わさのある喫茶店フニクリフニクラを 
訪れた４人の女性たちが

紡ぐ、家族と、愛と、後悔

の物語。 
 

■戦地の図書館―海を越えた一億四千万冊 
モリー・マニング【著】 

第二次世界大戦中、アメリカの図書館員た

ちは全国から寄付された書籍を兵士に送る図

書運動を展開し、軍と出版界は新しい形態の

ペーパーバック「兵隊文庫」を発行して、あ

らゆるジャンルの本を世界の戦地に送り届け 
た。その数、およそ一億四千万冊。

本のかたちを、そして社会を根底

から変えた、史上最大の図書作戦

の全貌とは？ ニューヨーク・タ

イムズ・ベストセラーの、絶賛を

博したノンフィクション！ 

◆かんさい絵ことば辞典 
ニシワキ タダシ【著】 
早川 卓馬【コラム】 

よく聞く言葉からあまり聞かな

い言葉まで、いろんな関西弁を

イラストで表現。日常使う言葉 
を中心に、昔使

われていた言葉

や関西以外では

なかなか聞かな

い言葉まで、大

阪弁を中心に紹

介した。 

★プラナリア実験観察図鑑 

―刃物の下では不死身の生きもの！ 

宮崎 武史【著】 

世界初！１４頭のプラナリア！？分裂して殖え

続ける！？切っても切っても再生する！？驚きの 

生物「プラナリア」の生体の不思議に迫る！フルカラー・写

真満載の実験観察図鑑。１３０点を超える豊富な写真でプラナ

リアの秘密を解説！ 

★切っても切ってもプラナリア 

阿形 清和【文】土橋とし子【絵】 

驚きの再生能力を持つ小さな生物！ 見つ

けて、飼って、実験してみよう。プラナリア

ってどんな生きもの？ 切ってみよう。 

 
 
◎ヴェネツィア－美の都の一千年  宮下 規久朗【著】 

ヴェネツィアは、都市全体が美術の宝庫。建築や

絵画を切口にその歴史と魅力を存分に紹介する。 

◎憲法と政治    青井 未帆【著】 

国民が立憲デモクラシーを機能させるために。 

◎新しい幸福論   橘木 俊沼【著】 

より心豊かな生き方を格差社会のなかで考える。 

◎科学者と戦争   池内 了【著】 

「デュアルユース」の名の下に進む科学の軍事

化。戦争への反省を忘れた科学者たちの社会的責

任を問う。 

◎風土記の世界   三浦 佑之【著】 

ヤマトタケルを天皇として描く常陸国、独自の国

意識の現れる出雲国など、新たな読みで古代世界

の謎に迫る。 

◎憲法の無意識   柄谷 行人【著】 

憲法の無意識が政治の危機に現れる。改憲に抗す

る、国際社会への九条贈与論がいま明らかに。 

◎原発プロパガンダ 本間 龍【著】 

巨大な電力マネーと日本独自の広告代理店シス

テムが実現した「安全神話」「豊かな生活」の刷

り込みの歴史。 

◎日本にとって沖縄とは何か  新崎盛暉【著】 

日本政府は辺野古に新たな巨大基地の建設を強行 

している。それは戦後70 年間の日本―米国―沖 

縄の関係史の〝到達点〟として存在している。 

「構造的沖縄差別」を克服するために、どうすれ 

ばよいのか。戦後の歩みを振り返り、問題の本質 

を問う。 

◎南海トラフ地震  山岡 耕春【著】 
南海トラフ地震は、日本列島の宿命ともいえる地 
震だ。今後30 年以内の発生確率が約70 パーセン 
ト。何が起きるのか。どう備えるのか。  

◎寿命はなぜ決まっているのか  
―長生き遺伝子のヒミツ  小林 武彦［著］ 

「いつまでも若く」「ずっと健康でいたい」――ア 
ンチ・エイジングは遠い昔から、人類の夢。しかし、人は

みな、いつかは死にます。生き物はなぜ老い、なぜ死ぬの 
か? 「いのちの回数券」「長生き遺伝子」と

は？老化とガンの関係は? 細胞老化を第一

線で研究する著者が、やさしく解説します。 
 

☆「働きたくない」というあなたへ 
山田 ズーニー【著】 

「あなたの“へその緒”が社会とつなが

る！」働くとはどういうことか、読みな 
がら“考える”コラム集。「働くっ

てそういうことだったのか！」が、

しっくりと温かく胸に染み通る。

「ほぼ日刊イトイ新聞」の人気コラ

ム「おとなの小論文教室。」で空前

の大反響を起こした本気の仕事論。 
 

★語り遺す戦場のリアル 
   共同通信社「戦争証言」取材班 
安保政策の転換が進められる

今、６７人の戦争体験者が渾身

の思いで語る。後世に遺したい

戦争証言集の決定版。 
 
 

◇  ◆ポイズンドーター・ホーリーマザー 
湊 かなえ【著】 

女優の藤吉弓香は、故郷で開催される同窓会の誘

いを断った。母親に会いたくないのだ。中学生の

頃から、自分を思うようにコントロールしようと

する母親が原因の頭痛に悩まされてきた。同じ苦 
しみを抱えた親友からの説得もあ

って悩んだのだが…。そんな折、

「毒親」をテーマにしたトーク番

組への出演依頼が届く（「ポイズン

ドーター」）。呆然、驚愕、爽快、

感動―さまざまに感情を揺さぶら

れる圧巻の傑作集！ 

★ブラバンキッズ・ラプソディー 
―野庭高校吹奏楽部と中澤忠雄の挑戦      石川 高子【著】 

音楽のほんとうの楽しさとすごさを知ったら、この子たちは、どんな顔で、どん 
んな演奏をするだろう。それを見たい。それをこの子たちに教えてやりたい。―中

澤の胸の奥でたぎるものがあった。ボロ負け高校吹奏楽部が一躍、「吹奏楽の甲子

園」の頂点へ登りつめた！なぜだ？夢の舞台「１２分間」へ一途だった涙と汗の青

春ノンフィクション。普門館に伝説を生んだ“野庭サウンド”誕生の原点。 
 

◆希望荘  
 宮部 みゆき【著】 

家族と仕事を失った杉村三郎 
は、東京都北区に私立探偵事 
務所を開業する。ある日、亡き父・武藤寛二

が生前に残した「昔、人を殺した」という告

白の真偽を調査してほしいという依頼が舞 
い込む。果たして、武藤は人殺しだったのか。

３５年前の殺人事件の関係者を調べてを調 
べていくと、昨年発生した女性殺害事件 

を解決するカギが隠されていた！？ 

◆蛇行する月 
桜木 紫乃［著］ 

「東京に逃げることにし

たの」。釧路の高校を卒業

してまもなく、二十以上も 
年上の和菓子職人と駆け落ちした順

子。親子三人の貧しい生活を「しあわ

せ」と伝えてくる彼女に、それぞれ苦

悩や孤独を抱えた高校時代の仲間は引

き寄せられる。―わたしにとって、本

当のしあわせとは何か？ままならぬ人

生を辿る女たちが見いだした、ひとす 
じの希望。生きることへの温

かなエールが胸に響く物語。 


