
【大学入試対策】 
376-ｽ 何を準備すればいいかわからな
い人のための総合型選抜・学校推薦型選
抜のオキテ 55  
鈴木 鋭智 著 KADOKAWA 

活動報告と志望理由を一貫させる、正し

い日本語を書く、志望理由書を丸暗記しな

い、ゆっくり話して大きく見せる…。総合型

選抜・学校推薦型選抜で自信をもって自分

をアピールするための５５のオキテを紹介。 

 

376-ﾅ だれでも上手に話せる面接合格
ノート 学校推薦型選抜・総合型選抜 
中村祐介 著 KAOKAWA 

学校推薦型選抜・総合型選抜「面接」対策

に必要なことをすべて掲載。受験生の「合格

回答」を通じて、面接時に最も重要な「志望

理由」「自分の人柄」についてスラスラ説明

できる話し方が身につく。学校推薦型選抜・

総合型選抜指導の第一人者・中村祐介先生

が、約 20 年間にわたる指導で確立し、実績

を上げてきたノウハウを一挙公開。「面接官

の視点」から書かれた実践的な参考書。 

 
 
 

376-ﾋ まるまる使える出願書類の書き
方  
樋口裕一 和田圭史 共著 桐原書店 

志望理由書、自己推薦書はもちろん、エン

トリーシート、課題レポート、活動報告書、

評価書などの出願書類、さらに面接、プレゼ

ンまで、受験生に必要な情報を網羅。わかり

やすい解説で、出願書類作成にすぐ取りか

かれます。 

 
376-ﾐ 今から間に合う総合・推薦入試
面接 宮岡政徳 著 学研プラス 

大学入試で行われた面接を徹底分析し、

厳選した頻出質問５０に加えて、学部系統

別の専門的な質問や時事性の強い内容も掲

載。「合格する回答」と「残念な回答」から

面接突破へのポイントが一目でわかる！さ

らに、大学関係者から聞いた面接のポイン

トも公開。 

 
816-ｷ 学校推薦型選抜・総合型選抜 
だれでも上手に書ける小論文合格ノート 
菊池 秀策 著 KADOKAWA 

学校推薦型選抜・総合型選抜受験予定者

のうち、まだ小論文の勉強を何も始めてい

ないよ～という受験生でも読めるよう、「そ 

 

もそも小論文ってナニ？」という大前提か

らスタート。心がまえ、具体的な書き方、ア

イディアの出し方、および、学部・系統の頻

出テーマまで、小論文対策に必要なことを

初歩の初歩からていねいに取り上げる。小

論文専門塾で教える菊池秀策先生が実際に

指導し、効果のあった方法ばかり。 

 
816-ｽ 資料と課題文を攻略して合格答
案を書くための小論文のオキテ PRO 
鈴木 鋭智 著 KADOKAWA 

長くて難しい課題文をサクッと要約する

テクニック、原稿用紙を埋めていく具体的

なプロセスなど、小論文で合格答案を書く

方法を詳細に解説。「何を書けばいいかわか

らない人のための小論文のオキテ５５」の

実践編。 

 
816-ﾋ まるまる使える入試小論文 
樋口裕一著 桐原書店  

基礎から応用、実践まで、樋口式小論文の

書き方をじっくり解説。新しい入試問題を

例題・演習問題として、合格につながるテク

ニックを満載しています。基本から学部別

対策まで幅広く、樋口式小論文の書き方を

徹底的に教えます。 

 
 

 

 

今年も読書週間がやってきたぁ－❤(10/27～11/9) 
今年の読書週間の標語は 「最後の頁を閉じた 違う私がいた」 

読書にはもってこいの季節。何か一冊手にしてみませんか。図書委員会主催の 

イベントも企画していますので、たくさん参加して下さいね。お楽しみに❤ ｂｙ司書 
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二日早いけど、「ハロウィンイベント」します 10 月 29 日【金】8:30～17:30 
図書館へ行くだけで、素敵なことがあります。さらに本を借りるともっと素敵なことが！ぜひ、来てください。 

合い言葉の「Trick orTreat」をカウンターで言ってね。待ってま～す❤    

図書委員会「読書週間イベント」のおしらせ 
読書週間を楽しむイベントを３つ企画しました。 

その１ 読書スタンプラリー 10/27～11/30  

本を読んで、感想を書き、出してもらうと 1 ポイント。3 ポイント集め

ると、何か素敵なモノがもらえちゃいます。（先着 30 名） 

いつでもスタンプラリーの用紙を図書館に取りに来てください。 

その２ 古雑誌市  １１／９（火）昼休みと放課後 

図書館の保存期間の過ぎた雑誌を無料で差し上げます。 

一人 3 冊まで、早い者勝ちなので、お早めにどうぞ 

対象雑誌は  

オレンジページ、MOE、Number、non-no、ナショナルジオグラフィ

ック、ダ・ヴィンチの 2020.４月号から 2021.３月号まで 
 

その３ ビブリオバトル 11/10（水）16：15～17：00 

 本の魅力をアツ～く語るビブリオバトル。発表者の紹介する本で「どの

本が一番読みたくなったか」を基準に聞く人は投票し、最多票を集めた

「チャンプ本」を選びます。 

ビブリオバトル参加者を募集します！ 

●発表者を 6 名（豪華参加賞あり、優勝者はさらにプラスで） 

→１１／２（火）までに図書館へお知らせください。 

●聞く人を 25 名（参加賞あり） 

→参加したい人はクラスの図書委員か図書館に１１／８（月）まで 

お知らせください。 

＊優勝者は県大会への出場も可能です。 

 

皆さんの参加を図書委員一同お待ちしています。 
 

＊ 新着図書案内 ＊分類、書名、著者名、出版社、内容の順 ☆リクエスト  

 
933-ﾊ きみのいた森で  
ピート・ハウトマン 作 評論社  

【アメリカ探偵作家クラブ（ＭＷＡ）エ

ドガー賞児童図書部門（２０１９年）】大好

きなおじいちゃんを亡くしたスチューイ。

エリー・ローズという親友ができて、やっと

元気をとりもどした。毎日のように森で遊

んでいたが、ある日、エリー・ローズの姿が

ぼやけて、そのまま消えてしまい…。 

 
＊読書感想画コンクールの 
作品を募集しています。 
本を読んだ感想を絵で表現してみ
ませんか。自由図書の部と指定図
書の部があります。 
詳しくは図書館まで。 

 

 
913-ｻ 世界とキレル  
佐藤まどか 著 あすなろ書房 

母の策略により、ふしぎなサマースクール

に送りこまれた中学２年生の舞。すてきな避

暑地の洋館で、３週間のバカンスのはずが、

大事なスマホも取り上げられ、孤立無援に。

舞は無事生きのこることができるのか！？ 

 
913-ﾏ 零から０(ｾﾞﾛ)へ 
まはら三桃著 ポプラ社 
 戦後、一家を支えるために大学を辞め、鉄

道総局の研究所に入所した聡一は軍出身の

技術者たちを手伝い、新幹線の開発に没頭す

る。様々な人が過去を乗り越え、未来へ向か

う姿を描いた希望の物語。 

 

 

 
289-ﾐ 武器ではなく命の水をおくりたい 
中村哲医師の生き方  
宮田律 著 平凡社  

２０１９年１２月、アフガニスタンで凶

弾に倒れた中村哲医師。３５年にわたり、

パキスタンとアフガニスタンで人道支援に

あたった生涯をたどりながら、その生き方、

考え方を伝える。 

 
369-ﾁ 大切な人は今もそこにいる  

ひびきあう賢治と東日本大震災  
千葉望 著 ; マット和子 イラスト 理論社 

陸前高田と東京、妹・トシの死にまつわ

る宮澤賢治の作品が、３月１１日とひびき

あう?東日本大震災から１０年、大災害時

代の死について考え、伝えたいことを綴る。 

 読書感想画コンクールに参加しませんか。指定図書 5冊を紹介します。  



816-ﾋ まるまる使える医療看護福祉系
小論文 樋口裕一 著 桐原書店  

「白藍塾」樋口裕一先生による三訂版で

合格できる書き方を身につける！・環境問

題、高齢社会、医療の問題から日本文化ま

で！幅広いテーマの頻出キーワードを解説

しています。・最新の入試問題を掲載！ 解

答例も掲載しているのでなにをどのように

書けば合格するのかがつかめます。・テーマ

解説だけでなく、書き方も解説！  

 

【法律】 320-ﾔ こども六法の使い方  

山崎聡一郎 著 弘文堂  
「なぜ法律を守らなければいけないのか」

という子どもの問いかけに、どう答えれば

いいか。そのために「こども六法」をどう活

用すればいいか。法教育の目的や重要ポイ

ント、法教育の基本となる大切な考えをや

さしく紹介。 

 
【教育】372-ﾌﾞ-2 ぼくはイエローでホワイ
トで、ちょっとブルー ２  
ブレイディみかこ 著  新潮社  

授業でのスタートアップ実習、助け合っ

てきた隣人との別れ、そして母の国での祖

父母との旅。中学生の「ぼく」は“事件”続

きの暮らしの中で、大人へのらせん階段を

昇っていく。親子の成長物語、完結。 

 
【絵本】 
726-ﾏ せかいでいちばんつよい国 
デビッド・マッキー 作  光村教育図書 

自分たちの国ほど素敵なものはない、と

信じている大統領はいろんな国へ戦争をし

にいきました。「我々が世界中を征服すれば、

みんなが我々と同じように暮らせるのだか

らな」 強者の歪んだ論理をユーモアと皮肉

を交えて描く。 

 
726-ﾛ いじわるなないしょオバケ 
ティエリー・ロブレヒト 作 ; フィリップ・ホー
センス 絵 ; 野坂悦子 訳 文溪堂 

うっかりママのたいせつなしんじゅのく

びかざりをこわしてしまったサラ。ほんと

うのことがいえず、ないしょにしていたら

…くちからオバケがとびだしちゃった！子

どものちょっとした心のつまずきによりそ

う愛らしいイラストのオランダ絵本 

 
【マンガ】 
726-ｱ-25 この音とまれ! ２５ 
アミュー 著 集英社  

愛を取り戻そうと箏曲部に接近する宇月。
彼は何故、愛に対して歪んだ愛情を向ける

のか…。一方、宇月との関係について哲生
から問い詰められた名都。愛の祖父の家を
襲わせたのが宇月だと知らされた名都は、
自分が宇月の弟である事を愛に打ち明け
るべきか思い悩み──!? 
 
726-ｲ Dr.STONE 9～14  
稲垣理一郎 原作 集英社  

科学王国と司帝国の戦いは最終決戦
へ! 千空たちは一丸となって奇跡の洞窟争
奪戦に挑む。戦いの行方はたった 20 秒の
奇襲に懸けられ…!? 科学と力どちらが人
類を導くのか──。 

 
726-ﾕ-2 僕より目立つ竜学生 2 
杠憲太著  集英社 

「竜人研」を復活させ、距離が縮まる学と
メリア。ある日、二人は研究会のメンバーと
プールに行くことになるが…!? とにかく目立
ちたい発明家少年と意図せず目立っちゃう
竜人の少女の不思議な異文化交竜コメデ
ィ!! さぁ! その結末はァ?（松江市出身） 
【この本は、寄贈してもらいました】 
 
【913 日本の小説】 
913-ｱ みとりねこ  
有川 ひろ 著 講談社  

猫の浩太は、一家の長男・浩美と生まれた

ときからずっと一緒。いつも?油にひたした

肉球で、テーブルクロスにハンコをペタペ

タ。そのわけは…。表題作をはじめ、旅猫リ

ポート外伝「ハチジカン」など猫をめぐる全

７編を収録。きっとあなたの宝物になる。猫

とあなたの 7 つの物語。 

 
☆913-ｼ 魔王学院の不適合者 史上最
強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学
校へ通う ８、９  
秋 著 KADOKAWA  
大人気シリーズの続編です。 
 
☆913-ﾀ 丸の内で就職したら、幽霊物件
担当でした。 ２，３ 
竹村優希 著 KADOKAWA 

幽霊憑き物件専門部署で働く澪は、ドＳ

な上司・長崎と、美形だけど使えない高木の

助けを借りながら、事故物件の謎に挑む。鏡

を壊す女霊、夜中に踏切の音が聞こえる部

屋。そして高木に恐るべき災厄が…。 

 
913-ﾋ 透明な螺旋  
東野圭吾 著 文藝春秋  

愛する人を守ることは罪なのか?房総沖

で男性の遺体が見つかり、失踪した恋人の

行方をたどると、関係者として天才物理学

者の名が挙がった。草薙は、横須賀の両親の

もとに滞在する湯川学を訪ねるが…。 

ガリレオシリーズ第 10 弾！ 

＊～＊～＊プチ情報＊～＊～＊～＊～＊～ 

ガリレオシリーズとは東野圭吾原作の天

才物理学者・湯川学を主人公とした連作ミ

ステリーです。映画化、ドラマ化もされてい

て、主人公・湯川学を福山雅治が演じていま

す。超クール・超かっこよい作品です。 

シリーズを全作品読んでみたい人は順番に

どうぞ。図書館には全部そろっています。 

1 『探偵ガリレオ』 
2 『予知夢』 
3 『容疑者 X の献身』 
4 『ガリレオの苦悩』 
5 『聖女の救済』 
6 『真夏の方程式』 
7 『虚像の道化師 ガリレオ 7』 
8 『禁断の魔術 ガリレオ 8』 
9 『沈黙のパレード』 
10 『透明な螺旋』 

 
913-ﾐ 恋する寄生虫  
三秋縋 著 アスキー・メディアワークス  

二周目の人生は、１０歳のクリスマスか

ら始まった。全てをやり直す機会を与えら

れた僕だったけど、いくら考えても、やり直

したいことなんて、何一つなかった。僕の望

みは、「一周目の人生を、そっくりそのまま

再現すること」だったんだ。しかし、どんな

に正確を期したつもりでも、物事は徐々に

ずれていく。幸せ過ぎた一周目のツケを払

わされるかのように、僕は急速に落ちぶれ

ていく。—そして１８歳の春、僕は「代役」

と出会う。変わり果てた二周目の僕の代わ

りに、一周目の僕を忠実に再現している「代

役」と。（公開予定映画の原作） 

 

＊～＊おしらせ＊～＊ 
先週あたりから一気に気温が下がり

ましたね。図書館も換気のため窓を開
けているので、余計に肌寒く感じます。 

そこで、恒例の「ぬくぬくグッズ」の
クッションと膝かけを出しました。 

授業の時や昼休みや放課後にちょっ
と寒いなと感じ
たら、どうぞ使
っ て く だ さ い
ね。 
お役に立つと 
嬉しいです。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊上記 6 冊を含む「第 26 回日本絵本賞」最終候補作の 30 冊の絵本

をどれか読んで POP（下図参照）を書き、「日本絵本賞ポップ交流サ

イト」に投稿してみませんか。 

興味がわいた人、詳しく知りたい人はぜひ図書館へ！ 
 

 
726-ｱ ぼくがふえをふいたら 
阿部海太 作 岩波書店  
【日本絵本賞（第２６回）】フルーフルー。

笛の音は風にのり、彼方にこだまして、眠

るだれかをよびおこす。タタ、タタ、カチ

ャ、ケチャ、ビーン、ビーン…！ 重なり広

がり響きあい、音は喜びに満ちていく。音

楽のうまれる神秘的な瞬間を描いた絵本。 
 
726-ﾃﾞ せんそうがやってきた日 
ニコラ・デイビス 作 ; レベッカ・コッブ 
絵 ; 長友恵子 訳 鈴木出版  

日常に突如襲いかかり、すべてを破壊

し、心の中にまで入り込んでどこまでもつ

きまとう戦争。その戦争を振り払ってくれ

たのは、子どもたちの優しさに根ざした行

動だった…。難民の子どもたちにできる支

援について考える絵本。 

 

726-ｱ こどもたちはまっている 
荒井良二 著 亜紀書房 

【日本絵本賞（第２６回）】いつもの風景、

季節の移ろい、突然の雨、特別な一日。繰

り返す日々のなかで、こどもたちは、いつ

もなにかを待っている。船が通るのを、貨

物列車を、雨上がりを、夜明けを…。荒井

良二が長新太に捧げる絵本。 
 

 
289-ｽ 虫ガール  

ほんとうにあったおはなし  
ソフィア・スペンサー, マーガレット・マクナマラ 
文 ; ケラスコエット 絵  岩崎書店 

日本絵本賞翻訳絵本賞（第２６回）】小さい

頃から虫に夢中のソフィア。でも、虫が好きな

ことでいじめにあい、一旦「虫をお休み」する

ことに…。小学生の「虫ガール」が、これまで

のことを語った絵本。好きなことを貫く難し

さ、それを乗りこえる過程と成長を描く。 

 
585-ﾀ このかみなあに?  

トイレットペーパーのはなし 
谷内つねお さく 福音館書店 

【日本絵本賞（第２６回）】どんどんのびて、

やわらかくて、ふわふわで、よじると強くなり、

水がかかると弱くなって…。普通の紙にはな

い、トイレットペーパーの特徴を写真で楽しく

紹介します。トイレットペーパーのひみつＱ＆

Ａも収録。 

 
726-ｱ 氷上カーニバル  
あべ弘士 作 のら書店  

いっせいに花火が打ち上げられて、氷上カ

ーニバルが始まる。こどももおとなも、みんな

が仮装をして、氷の上をすべるのよ…。北海道

札幌市の冬のお祭りに着想を得た、喜びあふれ

る美しい夜の絵本。 

 

「日本絵本賞」受賞の絵本 全国学校図書館協議会からいただきました 

 


