
 

 

 

 

 

 

◇時をかける少女 筒井 康隆【著】 

放課後の理科実験室でガラスの割れる音 

がした。壊れた試験管の液体からただよう

あまい香り。このにおいをわたしは知って 

いる―そう感じたとき、芳山和子は不意に意識を失

い床にたおれてしまった。そして目を覚ました和子

の周囲では、時間と記憶をめぐる奇妙な事件が起こ 

り始めた。 

 

☆真夜中のパン屋さん  

大沼紀子【著】 

「甘くてこうばしい、焼きたてのパン

のにおい。」 

幼い頃から母子家庭で育ってきた希実

は母の知り合いに預けられることが多

かった。高校入学前の春休み、新たに

預けられた所は、深夜にしか開かない

パン屋だった。面倒見のいいオーナー

暮林、意地悪ながらも優しいパン職人

弘基の二人と過ごしていく中で、希実

の心情は変化していく。魅力的な登場

人物たちとそれに関連したパンがたく

さん登場するこの作品は、お腹を空か

せながらも楽しめること間違いなし。 

「二人で食べたって、おいしいパンは

おいしいパンのままーー」 

おいしいパンが、みんなを救っていく。 

 

◇３０代記者達が出会った戦争 

～激戦地を歩く 

先の戦争に加わった日本兵の証言を

３０代の記者が取材。当時の状況を

現地の様子を織り込みながらその実 

相を明らかにする。 

 

☆DOUBLS!! 

  天沢 夏月【著】 

天才であるが故に誰とも協調すること 

ができないプレイヤー琢磨と練習熱心 

だがとあるトラウマから他人を信用で 

きなくなった駆。 

そんな 2人は出会ってから衝突を繰り返す。何から

何まで正反対の 2人は部長の「ダブルス組んでみな

い？」という命令によってダブルスを組むことに。 

果たして 2 人は真のダブルスになる事はできるの

か?! 凸凹コンビの絆と成長を描く青春小説!!! 

◇奔走老人―あなたの村に 

学校をつくらせてください 

谷川 洋【著】 

６０歳からアジアの奥地に飛 

び込み、二百校以上の学校を作った元

商社員の体当たりノンフィクション 。 

 

Black Beauty: Penguin Readers Level 2 

Always be good, so people will love you. 

Always work hard and do your best.'   

These were the words of Black 

Beauty's mother to her son when 

the two horses lived with Farmer 

Grey. But when Black Beauty got 

older, this was sometimes very 

difficult for him. Not everybody was 

as kind as Farmer Grey. 

 

◇勇者たちへの伝言 

増山 実【著】  

ベテラン放送作家の工藤正秋は、阪急

神戸線の車内アナウンスに耳を奪われ

る。「次は…いつの日か来た道」。謎め

いた言葉に導かれるように、彼は反射

的に電車を降りた。小学生の頃、今は

亡き父とともに西宮球場で初めてプロ

野球観戦した日を思い出しつつ、街を 

歩く正秋。いつしか、かつての

西宮球場跡地に建つショッピ

ング・モールに足を踏み入れた

彼の意識は、「いつの日か来た」

過去へと飛んだ―。 

 

Robin Hood: Penguin Readers Level 2 

The story of Robin Hood is very famous. Robin 

Hood robbed rich people and gave the money to 

the poor people. He loved adventure, and he 

was the best fighter in England. The greedy  

Sheriff of Nottingham hated Robin, and the beautiful Lady 

Marian loved him. His most famous adventures are here. 

 

Forrest Gump: Penguin Readers Level 3 

Everybody tells Forrest Gump 

that he's an idiot. But he's a great 

football player, and he plays the 

harmonica beautifully. He's also a 

brave soldier. But can he ever marry 

the girl he loves? This story of his 

journey through life is sometimes sad 

and sometimes very funny. 

Heidi: Penguin Readers Level 2 

Heidi lives with her grandfather in his little 

wooden house, high up in the mountains of 

Switzerland. One day Heidi's aunt arrives and takes 

her to Clara's home in Frankfurt. Heidi likes her 

new friend, but she doesn't like living in a big house  

in the city. Can she go back to her home in the mountains?  

◇君の名は 

新海 誠【著】 

田舎で暮らす女子高生。東京で暮らす男子高

校生。出会うことのない二人の出逢いから、

運命の歯車が動き出す。長編アニメ『君の名

は。』の、新海誠監督が執筆した原作小説。 

そろそろ跡取りとしての仕事を始めたいん

だ！そのためには、この妙薬を飲むしかー。

病弱若だんなの切実な願いは叶うの？兄や達

☆雨の降る日は学校に行かない 

相沢沙呼 【著】 

彼女たちの世界は狭い。未だ義務教

育中である中学生の彼女たちには学

校という小さな社会が全てだ。 

逃げ出せなくてどうしようもなくな

って閉じこもってしまったサエを救

ってくれたのは、保健室の長谷部先

生だった。(表題作「雨の降る日は学

校に行かない」) 

友人関係やクラスでの居場所、色ん

なことで悩む女子中学生６人の心を

短編集にした。繊細で壊れやすい心 

が丁寧に綴られている。 

「普通じゃなくて、ごめ

んなさい。生きにくい子

で、ごめんなさい。」 

彼女たちの心の叫びは、

ここにある。 

 

◆高校数学の美しい物語 マスオ【著】  

「高校数学の美しい物語」は月間１５０

万ＰＶを超える、人気の数学系Ｗｅｂサ

イト。このサイトでは、高校数学の基本

定理・公式をはじめとして、大学入試対

策に役立つもの、よほどの数学好きでな

ければ知らないマニアックな公式や定理

まで、７５０を超える記事が紹介されて

います。人気が高く、予備知識をあまり

必要としないもの６０編を厳選し本書で 

紹介。各記事は３～５ページの

分量で、高校生はもちろん、数

学に関心のある全ての読者に

最適な一冊。 

 

◇アンマーとぼくら 

有川 浩【著】 

母と過ごす３日間。恩返

しは、今からでも遅くな

い――。有川浩、書き下 

ろし感動長編。休暇で沖縄に帰ってき

たリョウは、親孝行のため「おかあさ

ん」と３日間島内を観光する。一人目

の「お母さん」はリョウが子どもの頃

に亡くなり、再婚した父も逝ってしま

った。観光を続けるうち、リョウは何

かがおかしいことに気がつく。かりゆ

し58の名曲「アンマ―」に着想を得

た、書き下ろし感動長編。 

 

図書館では、ペンギンリーダーズという世界中で

読まれている英語の本を購入しました。 

授業で使っている教科書では、短く要約した話ば

かりです。それほど長くはないですが、まとまり

のある物語を英語で読んでみましょう。あまり辞

書を引かずにすらすら読める程度の英文です。 

ぜひ、挑戦してみてください。 

 

◇未到―奇跡の一年 岡崎 慎司【著】 

「世紀の番狂わせ」「サッカー史上最大のサ 

プライズ」…さまざまに形容されるプレミアリー

グ、レスター・シティのリーグ制覇。「降格候 

補」だったチームはいかにして歴史的快挙

を達成したのか。ラニエリの知られざる「眼

力」、ヴァーディ、マフレズの持つ特殊能

力、チームスタッフの分析力、そして岡崎

慎司がチームにもたらしたもの。「憧れの

地だった」と語るプレミアリーグ一年目、

最後の言葉は「悔しくてしかたない」 

―その理由とは？ 

 

 

◇計算力を強くする―状況判断力と 

決断力を磨くために    

鍵本 聡[著] 

計算の速い人ほど、答えや結 

果を予測し素早い判断と決断 

ができるという。今からでも間に合う

決断力・集中力を磨く計算テクニック。 

☆海の底   

有川 浩【著】 

私がオススメするのは、有川浩さんの

「海の底」です。巨大な人悔いザリガ

ニから逃げる子どもたちや、戦う自衛

官たちの物語です。 

この物語は、ただのアクション系では

なく、オタクの力や警察と自衛隊の駆

け引きがあったりする、今まで読んだ

本の中でも少し変わっています。子ど

もの家庭事情など共感できるシーン

もたくさんあります。登場人物たちも 

個性的で、私は冬原という、

優しいけど冷たい自衛官が

好きです。 

図書室にもあるので、ぜひ

読んでみてください。 

        （１年 MOさん） 

 

 

 


