
 

 

図書館でこんなことしました！《１年４組ＬＨＲ》 

１年生は今学期の産社で『ライフプラン』を作成していますが、これに

合わせて１年４組で「図書館で生き方・あり方を学ぼう！」と、ＬＨＲで

読書活動を行いました。活動内容は次の通りです。 

 

【１時間目】伝記・人物伝・職業人の著書を読む 

【２時間目】心に残る部分や、自分自身のエピソードと重なるところ、 

          感想をワークシートに書きとめる 

   【３時間目】グループにわかれ、本の内容と感想を発表し共有する 

    ◇ワークシートの内容 

     ・描かれている人物の子ども時代・高校時代のエピソード 

     ・心に残ったできごとや言葉とその理由 

     ・自分自身の生き方・あり方と重なるところ           ナド 

 

グループでの発表は、互いの発表に集中して耳を傾ける真摯な姿が印象的

でした。本の紹介や名言の紹介に、自分が読んでいない本からも得るもの

があったようです。授業後には、クラスメイトが紹介した本をさっそく借

りていく姿もみられました。進路に目標が出来た今、あるいは迷いが生じ

る今だからこそ、きっと手にした本が自身の助けになってくれるはずです。         

（ｂｙ図書・人権・同和教育部  司書教諭 森脇聡美） 

 

＜読後の感想＞ 

 

●裏出良博さん（筋ジストロフィー薬研究者）は、自分の研究が人

を救うかもしれないとわかった時にすぐに行動に移していたけれ

ど、簡単そうでなかなかできないことだと思う。そのうえ患者が救

われるまで、絶対にあきらめず研究に取り組んでいました。僕は今

まで、少しやってみてはあきらめてしまうこともありましたが、こ

れからはそう簡単にあきらめないよう、裏出さんの生き方も頭の中

に入れて生活してみたいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●助産師として働いている方の実際の会話内容が書かれていて、と

ても読みやすかったです。仕事で大変なことや、楽しいこと、やり

がいを感じることなど、とても詳しく書いてあり、参考になりまし

た。「できる限りのことはした」と思えることが一番大切だと言っ

ておられ、何かをやり終えた後、いつもそのように思えるように生

活したいです。 

 

 

●「本当に板金加工の技術が求められる現場の仕事しか請けない」

という考え方は、仕事の数も減るだろうし大変なことも多いと思う。

自分なら仕事もできるだけ多い方がいいと思うだろう。職人として

の意識を高く持ち仕事に取り組んでいる姿勢は自分も見習えたら

いいと思った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「本当の孤独とニセモノの孤独」、「前向きの不安と後ろ向きな不

安」など、自分にあてはまる言葉が多くありました。この本を読ん

で、自分の考え方を見直すことができました。どうしようもないこ

とで悩んでいないで、まずはその悩みがどうすれば解消されるのか

を考え、行動に移していきたいと思います。１回の人生、プラス思

考で楽しんでいかないといけませんね。 

 

＜ＬＨＲの感想＞ 

●世の中には、さまざまな考えをもって生きている人がいるのだな

と思った。人物伝の人物と自分を重ね合せてみることで、今の自分

に向き合ういい時間になった。 

●同じグループの人の本について聞いて、あらためて、本はいろい

ろなことを教えてくれるし、自分を導いてくれるものだと感じまし

た。これからの人生の中で本が助けてくれることがあると思います。

たくさんの本に出会っていきたいと思いました。 

図書館で本があなたとの出会いを待っています！ 

Ｓさん（女子） 

ライフプラン：島根ではたらく助産師 

読んだ本：茂木健一郎編『プロフェッショナル仕事の流儀』 

Ｔさん（男子） 

ライフプラン：機械工学の勉強 

読んだ本：門倉紫麻『宇宙を舞台に活躍する人たち』 
Ｒさん（男子） 

ライフプラン：建築板金のプロフェッショナル 

読んだ本：建築知識編集部『建設業者』 

Ｈさん（女子） 

ライフプラン：プラス思考で行動 

読んだ本：鴻上尚史『孤独と不安のレッスン』 

 
▲クラスメイトの発表内容を真剣に記録する様子 

 

▲本を手にしてページをめくりながら紹介する姿も 
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新着図書案内   ラベルの番号 書名 著者名 出版社の順 学校だより 

「斐伊川今昔物語第 9 回」で 

紹介された『少年譜』 
913-ｲ 少年譜 

伊集院 静著 文春文庫 

炭焼き小屋の老夫婦にもら

われた少年の数奇な運命を描

く表題作のほか、幻の短篇二

作を含む、人生の喜びと厳し

さを活写する作品集。 

中国地方にゆかりのある人

たちの少年時代の話。 

【学問】002-ｵ  ドーナツを穴

だけ残して食べる方法 越境す

る学問-穴からのぞく大学講義 

大阪大学ショセキカプロジェクト

編 大阪大学出版会 

「ドーナツの穴を残して食べ

る」という一見矛盾した命題に、

大阪大学に所属する多様な研究

者が、それぞれの専門領域からア

プローチ。同時に、「ドーナツの

穴」をめぐって格闘する姿を通し

て、学問とはどういうものかを伝

える。 

 

【】031-ﾆ 感動!日本の「第1号」

物語 777 日本の「元祖」をひも

とけば、驚きと発見の連続だった! 

日本はじめて収集委員会著 

宝島社  

日本初のペンネーム作家は紫式

部。生命保険をはじめて紹介した

のは福澤諭吉。ドライブスルーを

はじめたのは海苔店だった! さま

ざまなジャンルにおける日本の

「第 1 号」を 777 個厳選して紹

介する。 

 

【郷土の美術】 

097-ｱ 足立美術館 四季の

庭園美と近代日本画コレクション

河出書房新社 

日本画と日本庭園を鑑賞できる

足立美術館の魅力を封じ込めた

完全ガイドブック。5 万坪に及ぶ

日本庭園の四季の美しさと、横山

大観をはじめとする近・現代の日

本画、陶芸、童画といった珠玉の

コレクションを掲載する。 

 

 

 

 

 

 

【職業紹介】 

366-ｵ 牧場・農場で働く人た

ち しごとの現場としくみがわか

る! 大浦佳代著  ぺりかん社 

乳牛の飼育、ジェラートの製造

販売、獣医師、野菜・果樹の栽培、

農家レストランの経営など、牧

場・農場で働くいろいろな職種を

紹介。現場としくみ、実際に働く

人たちのインタビューも掲載。 

 

366-ﾅ-16  保育士になるには

金子恵美編著 ぺりかん社  

第一線で活躍する人たちの生

きた仕事現場を取材するほか、保

育士の世界を、歴史や全体像、将

来性も含めながら解説。なるため

の適性や心構え、必要な資格や進

路なども紹介する。 

 

【労働問題】 

366-ｼ ブラック企業を許さな

い! 立ち上がった若者たちに学

ぶ闘い方マニュアル  

清水直子著 ブラック企業被害

対策弁護団編  かもがわ出版 

ブラック企業被害対策弁護団と、

労働組合で相談や交渉に取り組

む著者が、十分な保障もせず過酷

な労働を強いて働く人を使いつ

ぶすブラック企業から身を守り、

立ち向かうためのノウハウと考

え方を紹介する。 

 

【風俗習慣】  383-ﾌﾞ  

英国一家、日本を食べる 

英国一家、ますます日本を食べる  

マイケル・ブース著  亜紀書房 

デパ地下の夕張メロン、思い出

横丁の焼きそば、相撲部屋のちゃ

んこ、道頓堀のお好み焼き…。現

代日本のリアルな料理の現場を

「食いしん坊」と「ジャーナリス 

ト」の複眼で探し、食べまくっ

た異邦人食紀行。 

日本食へのリスペクトと英国人

ならではのユーモアが光る、旅と

食の記録。 

 

【数学】 410-ﾀ コサインな

んて人生に関係ないと思った人

のための数学のはなし マンガ 

タテノカズヒロ著 中央公論新社 

確率、円周率、素数、黄金比、

フィボナッチ数列…。職場や恋愛

など日常シーンを舞台に、数学の

美しさ、魅力を体感できる、1 テ

ーマ 1 話完結のマンガと、やさし

い解説文を収録する。 

 

【植物】460-ﾋ 世界を、こんな

ふうに見てごらん  

日高敏隆著 集英社 

昆虫、猫や犬など動物とおしゃ

べりするには、観察が一番だとわ

かった。これが、いきものを見つ

める原点…。不思議と驚きにみち

た世界を「なぜ?」と問い続けた

動物行動学者が、自然の魅力をや

さしい言葉で綴る。 

 

【医学】491-ｻ ウンチのうんちく  

大便・おなら・腸内細菌のはなし

左巻健男著  

PHP エディターズ・グループ 

ウンチはなぜ茶色なのか? 

NASA のおなら研究とは? 本屋

でウンチをしたくなるのはなぜ? 

知っているようで知らない不思

議な物体=ウンチの不思議を科学

的に、また「人体と健康」の観点

から解き明かす。 

 

【技術】  

507-ｸﾞ 20 世紀の発明・発見

博物館 インスタントラーメンから原

爆まで、時代をつくった人とモノ  

グループ・サイエンス 21 編著 

ベストセラーズ  

 

507-ﾊ 発明の 20 世紀 その

誕生秘話から社会的影響まで  

アスペクト  

世界を驚愕させた大発明のウ

ラガワから、密かに生活を改善し

た知られざる工夫まで、発明の誕

生とその影響力を追う。発明を等

身大の人間の視線で見直すと、

20 世紀を生きた人間たちの生の

姿が見えてくる。 

 

509-ｺ どっこい大田の工匠た

ち 町工場の最前線 

小関智弘著 現代書館 

先進技術立国ニッポンの飛躍

を支える東京・大田。伝統を受け

継ぎ、いまの技に挑む、小さな工

場の夢ある工匠たちの物語を伝

える。「大田の工匠 100 人」受賞

者一覧も掲載。 

 

【建築】523- ニッポンの塔  

タワーの都市建築史  

橋爪紳也著   河出書房新社 

大阪城天守閣、東京タワー、通

天閣…。空にそびえる存在に人は

何を見てきたか。物見の塔、公共

の塔、電波の塔といった 7 つの視

点から近現代日本のタワーの変

遷をたどり、その意味を問い直す

ことで人類文明の本質に迫る。 

 

【スポーツ】 

780-ｺ スポーツ栄養士のキ

ッチンから アスリート・ジュニア

のための絶品レシピ 手軽で美

味しい 98 品目  

こばたてるみ著  日本医療企画 

持久力、瞬発力、集中力、コン

ディショニングから試合当日の

レシピや手軽につくれるスペシ

ャルジュースまで、競技力 UP へ

の食材とレシピを、「ジュニア食」

「アスリート食」に分けて紹介。 

 

 

780-ﾀ スポーツメンタル 43

の強化法 勝敗は右脳で決まる 

高畑好秀著 池田書店 

脳は刺激を受ければどんどん

活性化していく。眠らせていた

「脳力」を覚醒させて、目指すプ

レーを実現しよう! 右利きの選手

であっても、右脳に刺激を与えて

いけるメンタルトレーニング法

を紹介する。 

 

【日本の小説】 

913-ｲ 巨鯨の海  

伊東潤著  光文社  

仲間との信頼関係が崩れると

即、死が待ち受ける危険な漁法、

組織捕鯨。それゆえ、村には厳し

い掟が存在した-。江戸から明治

へ、漁村で繰り広げられる劇的な

人生を描いた連作短編集。 

 

913-ｶ アハメドくんのいのちの

リレー  鎌田實著 安藤俊彦画  

ピーター・バラカン英訳 集英社 

パレスチナ自治区でイスラエ

ル兵に誤射され、脳死状態になっ

た 12 歳の少年アハメド。彼の父

親は平和への願いを込め、イスラ

エル人への臓器提供に同意して

…。人間に生まれた誇りと喜びを

教えてくれる感動の物語。 

 

913-ｼ 春の庭  

柴崎友香著 文藝春秋  

あの水色の家の中を覗いてみ

たい-。「隣の女」に誘われた、小

さな冒険。ひとりの女の好奇心が、

なにげなく通り過ぎていた、いつ

もの街に積もる時間と記憶の物

語をひもといていく…。 

 

913-ﾊ-3  エール! 3  

お仕事小説アンソロジー 

原田マハ著 ほか  

実業之日本文庫 

運送会社の美術輸送班、東京消

防庁災害救急情報センター、ベビ

ーシッター、農業、イベント企画

会社など、多彩な職場で働く女性

たちの奮闘を描く。それぞれの仕

事の裏側や豆知識も満載。 

 

913-ﾏ 七帝柔道記 

増田俊也著 角川書店 

七帝柔道に憧れ、北海道大学柔

道部に入部。個性あふれる同期や

先輩たちに囲まれ、厳しい練習を

こなしていくが…。圧倒的筆致で

描く著者の自伝的青春小説。 

 

913-ﾓ 自分を好きになる方

法 For six days of Linde 

本谷有希子著 講談社 

いつのまに、こんな遠くまで来

てたんだろう。ほんとうに分かり

あえる誰かと、出会いたかっただ

けなのに-。ささやかな孤独と願

いを抱いて生きる女性の一生を

「6 日間」で描いた長篇小説。 

お願い 

蔵書点検で行方不明の本が

あります。 

リストを昇降口に貼っていま

すので、見て下さい。 

もし、リストの本を見かけたら

図書館へ届けてください。 

よろしくお願いします。  


