
習志野市立第二中学校 

 

１ 学校の紹介 

 

（１）学校と地域の概要 

本校は創立 68 年を迎える，習志野市では歴史の長い中学校である。最近までマンショ

ン建設が盛んに行われていたために生徒数も多く，ピークは過ぎたものの 800 名を超え

る生徒数を有しており，保護者の教育に対する関心も高い。また，習志野市は部活動も

盛んに行われていて，野球部をはじめとする運動部はもとより，「音楽のまち習志野」の

名が示すように，本校の吹奏楽部はマーチングコンテストの全国大会に毎年駒を進める

伝統がある。 

そのような文武両道の環境の中，二中では「自ら学ぶ 人間性豊かでたくましい生徒

の育成」を学校教育目標に掲げ，「学力向上，思いやり，生徒の心と体の育成」に力を注

いだ教育活動が行われている。 

 

（２）読書活動に関する目標 

  本校の基本方針は以下の三点である。 

  ① 本に親しむ環境を作ることにより，生徒の豊かな読書活動を推進する。 

  ② 様々な学習活動に必要な情報収集・資料活用の場として，図書館の環境整備や資 

料の充実を図る。 

  ③ 図書館利用の充実を図り，公共物の活用法や正しい利用法を理解させる。 

 

２ 自校の図書館の現状 

 

（１）図書館整備状況 

・学校図書館の定める冊数      16,800 冊 

    ・２７年度末の本校図書館の蔵書冊数 18,017 冊 

    ・学校図書館図書標準の達成状況   107％ 

 

古い本を廃棄しているが，まだ十分とはいえない。今後も読書指導員と協力しながら

作業を行う予定である。 

 

（２）図書館利用状況 

朝読書も取り入れ，小学校から国語の研究校で過ごしてきた本校の生徒達は，休み時

間も読書をする姿をよく目にするほど本には親しんでいる。しかし，図書館や PC 室があ

る管理棟と，生徒が普段過ごす教室棟が移動に 5 分以上かかるほど離れており，図書館

を恒常的に利用する生徒と，図書館を利用して授業を行いたいという教員が少なく，図

書館の利用者が固定化してしまう。また，閲覧者の割に貸出冊数が少ないという現状が

ある。 

 

 



３ 司書教諭の取り組み 

  

（１）校内組織と主な役割 

  校長――教頭――職員会議――教科主任会――図書館教育(図書主任・各学年 1名) 

              ――生徒指導部会――図書委員会(図書主任・各学年 1名) 

  図書主任の役割 ①図書資料の購入 ②蔵書点検・図書館管理 ③図書委員会の指導 

④学校図書館年間指導計画の作成 ⑤図書館の環境整備 

 

（２）生徒や教員に対する支援 

  ① 図書館の運営に関すること 

   〇図書館の環境整備 

     今年度はまず「授業で使える図書館」を目指し，図書館の環境整備に重点を置

いた。昨年までの机の横にあったカウンターの位置を前面に変え，生徒が座る机

の幅も広げ,座りやすくした。これにより授業を図書館で行う際も目が届きやすく

支援がしやすくなった。また,夏休みを使って生徒と汚れが目立っていた床を磨い

たことで明るい雰囲気になった。掲示物のボードや PCの配線も技労士さんにお願

いし新たに作っていただいたので,教員や生徒がより使いやすくなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇資料の整備 

     本校は書架の数が十分とはいえず，常に資料の整理と配置を考える必要がある。

新着図書を置くスペース，お勧めの本を置くコーナー，また古い図書を入れ替え

る作業を月に一度の委員会活動や毎日の図書室清掃の際に行った。 

   〇図書館利用のガイダンス 

     毎年新入生には，入学時に配付される「入学のしおり」に図書館の利用方法を

説明した記事を入れ，国語の授業で読書指導員と共にガイダンスを行っている。 

   〇ニーズに応じた図書資料の購入 

     図書を購入する際に，できるだけ多くの教員に選書に参加してもらえるよう，

実際に図書を見て選ぶ機会を設けた。他にも年 4 回に分けてそれぞれ課題図書，

授業で必要になる図書，生徒アンケートから希望が多かった図書を購入した。 

  ② 読書推進活動に関すること 

   〇朝読書の充実 

     1週間のうち月曜日と火曜日を，読書の時間として各学年に朝自習で設定してい

見やすい掲示板 

カウンターの位置を前へ 

明るく使用しやすい雰囲気に 



る。生徒は自分で本を用意し，活字を目で追う静かな時間となっている。月に一

回読書量調査を行い，読んだ本の冊数と印象に残った本の題名をカードに記録し

ている。クラスによっては学級文庫を作っている場合もある。 

     また，図書委員が図書館からお勧めの本を箱に入れ，朝読書の時間のみ選べる

ようにし，興味をもった本を図書館で借りるきっかけとした。 

   〇図書委員会による「図書だより」の発行 

     図書委員会の時間に，本の紹介，貸出しについてのお知らせ，新刊図書につい

てなどの内容で発行した。 

〇昼休みを利用した「ミニ・ビブリオバトル」の開催 

     図書館に足を運んでもらう試みとして，年 2 回ほど昼休みの時間を利用して図

書委員による「ミニ・ビブリオバトル」を開催した。図書委員で予選を行い，選

ばれた三名が昼休みに「ミニ・ビブリオバトル」を行う。司会も図書委員が行い，

全校に呼びかけをして参加したい人を集めた。生徒にも職員にも大変に好評で，

80名以上の生徒が集まり，盛り上がったイベントになった。「次回はこんな本で…」

とか「どうすれば参加できるのか」という意見も寄せられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（３）学習等に関する支援 

  ① 教科指導に関すること 

   【実践例１ 古典での学習（国語）】 

     古典で行ったのは，豊富な資料を用いての調べ学習である。1年生では竹取物 

    語，3年生ではおくの細道と和歌で，それぞれ課題に沿って調べたものを三角柱 

    の掲示物でまとめた。 

 第一学年「故事成語を四コマで表そう」 

  (1)主題 自分の気になる故事成語の意味と由来を調べ，四コママンガで表す。 

  (2)単元の指導の実際 

    ○難しいと思っていた漢文も，マンガの形をとることでなじみやすくなった。また，

課程 時間 学  習  内  容  ・  活  動  

１

次 

２ 

 

〇教科書の「矛盾」を読んで，その意味

と由来を知る。 

 

〇漢文になじみ，文の特徴を学ぶ。 

２

次 

３ 〇図書館の資料から自分の好きな故事

成語を選んで意味と由来を調べ，掲示

物にする。 

〇四コママンガの例を提示し，起

承転結の構成で漫画を書く。 

 

昼休みの時間を利用 3分間でプレゼンを行う 



調べる際に多くの故事成語に触れることができ，知識を身につけることができた。 

    ●図書館にあるだけの資料では数はあるものの，種類がもう少し豊富だと更によかっ

た。 

 第三学年「和歌の調べ～リライトで迫る，古の思い～」  

  (1)主題 自分の気に入った和歌を資料から探し，詩の表現技法を学び，ふさわしい言

葉や表現を使って現代詩にリライトする。 

  (2)単元の指導の実際 

○生徒達は和歌を現代詩にリライトする活動に，楽しみながら取り組んでいた。 

○図書資料やパワーポイント・ビデオ教材，などを適切に準備し与えることができた

ので，和歌の世界をより深く理解することができ，自ら作者に関する資料を探し

て読み，新しい事実を発見できていた。 

●作者の背景を作品作りに生かそうとするあまり，詩からわかる情景からかけ離れ

すぎている作品もあったので，扱う資料に留意しなければならないと感じた。 

課程 時間 学  習  内  容  ・  活  動  

前

時

ま

で 

２ 

 

 

 

 

〇リライトの心得を学ぶ。 

・「おくの細道」のまとめとして，芭蕉

の「夏草や兵どもが夢の跡」を現代詩

にリライトし，作品を読み合い，どん

なところがよいところかを考える。 

〇教師のリライト作品を紹介し，

数行の詩(5,6 行)に直すことを

理解する。 

〇様々な語彙を学ぶと同時に，詩

の表現技法(比喩・対句・反復法

など)を押さえ，次回の自分の作

品で使えるようにする。 

１

次 

３ 〇単元の流れを確認する。 

〇三大集について理解し，教科書の和歌

を繰り返し読み，形式や句切れなどの

技法や作者について基礎知識を学ぶ。 

※帯単元 

 「ことばトレーニング」として，似て

いる言葉や語彙を増やす 5 分間の学

習を行う。 

〇古代人にとって和歌がどういう

ものであったか，それぞれの和

歌に作者のどんな思いが込めら

れているかを知る。 

〇和歌の修辞法を学び，表現の豊

かさを知る。 

〇それぞれの作者の背景を知り，

どのような状況で詠まれた和歌

なのかを想像する。 

２ 

次 

２ 

 

〇持統天皇の「春過ぎて」の和歌を全員

でリライトする。 

・持統天皇の資料を読み，当時の状況や

どのような時に作られた和歌なのかを

理解する。 

・仲間の作品や佐々木信綱の作品を読ん

で，和歌を現代詩に書き直す際に，ど

のような工夫ができるかを学ぶ。 

〇作者の背景を知ってから，リラ

イトすることで，より作者の思

いを表現できるようにする。 

 

〇詩としての完成度を高めるため

に，表現技法や様々な語彙を学

び，話し合う。 

 

３ 

次 

 

 

２ 〇万葉集や百人一首などから和歌を探

し，一首選んで現代詩にリライトす

る。 

 

〇図書館で資料を探し，作品や作

者について学び，リライトの参

考にする。 

〇選んだ和歌，作者の背景，リラ

イト作品を掲示物にする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 【実践例２ 図書館を利用した授業 テーマを決めたミニ・ビブリオバトル】 

     三年生でテーマを決めたミニ・ビブリオバトルを行った。図書館を利用して行った

授業だったので，生徒たちは意欲的に取り組んでいた。また，読書指導員と教員がビ

ブリオバトルのプレゼンを行った際には食い入るように見る姿があり，自分たちの発

表に生かすことができていた。→資料１参照 

     ○あまり図書館になじみのなかった生徒も，どのような本があるのかを知ることが

でき，普段手に取ることのない本を借りた生徒が多くいた。→資料２参照 

   ●時間が足りずに本を読み込めない生徒もいたので，時間の確保の工夫をしたい。 

② 特別活動に関する事 

   ○図書委員会の指導 

    ・展示の工夫  

季節ごとにテーマを変えて，「生きた図書館」 

になるような展示を工夫した。「図書委員お薦 

めの本のコーナー」「先生方のお薦め本」，さら 

に今授業で学習している内容の関連本（理科で 

の天体関連，ノーベル賞関連，国語の教科書に 

載っている作家の本）などをフレキシブルに展 

示するように活動した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書委員会のコーナー 手書きのポップを飾る 

作品についての話し合い活動 図書館に展示されたリライト作品 



   ・図書の貸し出しを増やすための工夫  

    図書委員からアイデアを募り，本校のマスコットキ 

ャラクターである「きずなくん」を利用し，消しゴム 

のスタンプを生徒が作成した。本を一冊借りるごとに 

一個きずなくんスタンプを図書カードに押し，15個 

たまるごとに記念品として，図書委員手作りのしおり 

を渡すことにした。スタンプを押してもらう楽しさと， 

図書委員が自主的に考えた取り組みということで，好 

評であり，現在も継続中である。 

    また，昼の放送を活用して先生方のお勧め本を紹介 

   したり，ミニ・ビブリオバトル等のイベントの紹介を 

したりしている。 

 

   ○校外学習等に関する資料の支援 

     ３年生は修学旅行の事前学習に図書館の資料を利用した。本校は大変に資料が

充実しているので，一人に一冊以上の資料を使用することができる。１年生は総

合学習の時間をクラスごとに割り振って，図書館を利用し資料に触れる機会を作

った。また，３年生は様々な種類の資料を使い，修学旅行についての班新聞を作

成し，新聞コンクールを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③ 総合的な学習の時間に関すること 

     1年生が進路学習の職業調べで図書館を使用した。本校は比 

較的資料が揃っており，一人一冊以上の本を手にすることが 

できる。それぞれが興味ある職業に関する資料を借りる姿を 

昼休みの図書館で目にすることも多かった。調べたことは新 

聞の形式でまとめ，クラスで発表会を行った。 

 

（４）学校司書や公共図書館との連携 

  ① 学校司書との連携 

   ・本の購入に関する選書 ・図書の廃棄に関わる活動 ・図書館の掲示物作成 

 ・図書委員会での指導 ・蔵書点検 ・新入生に対してのガイダンス  

・夏休み前のブックトーク授業 ・図書館を使用した授業でのＴ２としての支援  

二中のマスコットキャラクター 
きずなくん 

ガイドブックの

他に経年使用

できる資料も

完備した書架 

修学旅行班新聞優秀作品 

 一人一冊以上資料を使用できた 



・研究授業などの資料収集と他機関との連携…など，多岐にわたり活動していただ

き，非常に助かっている。 

  ② 公共図書館との連携 

    授業で必要な資料を集める際に，主に学校司書を介して団体貸し出しを行ってい 

ただき，有効に活用することができた。 

 

４ 成果と課題等 

 

（１）成果 

  ・図書館の環境の改善 

今年度はカウンターの配置を含めた大幅な環境整備を行い，ハード面に関しては 

いろいろな方の協力を得て大分改善できた。使いやすく明るい図書館になり，授業

でも利用しやすくなった。 

  ・図書委員会活動の充実 

ミニ・ビブリオバトルの開催を行って予想以上に反響が大きく，「図書館に行くと

面白そうだから行ってみようか」と考える生徒を増やす手助けとなった。 

 

（２）課題 

  ・様々な教科での図書館を使用した授業の展開 

今年度は国語科で図書館を使用して授業を行ったが，今後は他教科での利用に広

げていきたい。そのためにはより細かい図書館活用年間計画が必要である。教科主

任と連携して計画を立て，「確かな学びの早道」としての図書館の有効活用を目指し

たい。 

  ・図書の購入および職員への支援の充実 

図書館を利用する頻度が高まると，資料についての要望も増える。職員の意識も

まだ高いとはいえない中，よりよい図書の購入を目指すのと同時に，職員に対して

もどんな本が図書室にあるのかを知ってもらい，授業に生かせる支援を行いたい。 

  ・貸し出し冊数・利用者を増やす取り組み 

昼休みに足を運ぶには遠すぎる位置に本校の図書館はあるので，昼休みだけでは

なく，他の方法を考え，貸し出し冊数や利用者を増やしていきたい。授業内で貸し

出せる授業を設定していくことも必要な手立てである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料１ 【実践例２ 図書館を利用した授業 テーマを決めたミニ・ビブリオバトル】 

 

１ 単元名    お勧め本を紹介しよう！「人間が未来を生き抜くためのヒント本」 

   場 所  図 書 館 

  指導者 Ｔ１：加藤 真理 Ｔ2：冨吉麻衣子 

２ 単元について 

   本単元では，〔読むこと〕の「目的に応じて本や文章などを読み，知識を広げたり，

自分の考えを深めたりすること」(1)オを指導するものである。 

 中学三年生として，卒業前に何を学ばせるべきか。いつもこの時期になるとやり残

したことはないか，何を教えるべきかを考えてしまう。一学期は「無言館の青春」に

からめて，日本人と戦争について考える単元を組み，国際社会における日本人の立場

についてパネル・ディスカッションを行った。中学校という狭い社会から一歩踏み出

して，視野を広くもつことを意識させることが中学校三年生ならではの指導目標の一

つだと思うからだ。また同じ観点から三崎亜記の「私」を読んで，現代社会の問題点

に関する意見文を書き，情報化社会をいかに生きるべきかを考えさせた。 

 今回はまさにその発展形ともいえる二つの論説文「歴史は失われた過去か」「文化と

しての科学技術」を導入教材とする。二つの文章はどちらも切り口こそ違うが，現代

人が未来をどのように生きていけばよいのかという提言が書かれている。ますます複

雑化していく社会をどう生き抜いていけばいいのかを考える起点として，発展読書に

取り組ませたいと考えた。未来にはいろいろな選択を迫られる場合が大なり小なりあ

るだろう。その時の「ヒント」になりうるのは，個人個人の哲学に基づいた判断であ

る。まだ，柔らかい頭をもっている中学生にはいろいろな価値観やジャンルの本を読

んでもらいたい。日頃自分が手に取ることのないような本を知るきっかけとして，今

回はミニ・ビブリオバトルを取り入れることにした。 

 仲間の推薦する本のプレゼンを聞き，少しでも興味をもったら，その本を手に取る

ことで新しい考え方との出会いがあるだろう。自分が普段読むことのない本を図書館

で探すことが，図書館が「宝の宝庫」であることを知る機会になる。そのような思い

を込めて本単元を設定した。 

３ 単元の指導計画と評価活動（全９時間） 

過程 時間 学習の内容と活動 評価規準【観点】（評価方法） 

第

一

次 

 

 

６ 

 

 

 

 

 

 

○「歴史は失われた過去か」「文

化としての科学技術」を比べ読み

する。 

・二つの文章を読んで，書き方

や内容の違いを考える。 

・文章の構成と筆者の提言を読

み取る。 

・話の内容に興味をもって聞いている。

【関心・意欲・態度】（観察） 

・使われている言葉の意味を注釈や辞

書を使って調べようとしている。【言語

に関する知識・理解・技能】（ノート，

観察） 

  ・二つの文章の共通点と相違点

を考え，人類への提言の内容を

読み取る。 

・筆者の意見と例・たとえが区別して

読める。【読む能力】（ノート，観察） 

・文章の構成がわかり，筆者の提言を

理解している。【読む能力】（ノート， 

観察） 



４ 本時の指導 

(1) 本時の目標 

プレゼンを見て，必要な内容を聞き取り，テーマに沿った選書に生かす。（読む） 

(2) 本時の観点別評価項目 

テーマの大筋を理解し，それに沿った選書ができているか（読む（１）オ） 

 (3) 本時の展開 

過

程 

時

配 

学習活動と内容 学習形態 教師の指導･支援と評価項目･評価方法 

○支援 ◆評価〔 〕評価方法 

導

入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展 

開 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

○今日の課題を確認する。 

 

 

 

 ・二つの文章からの提言 

 →これから人間はどのように

現代社会を生きていくべき

か 

 ＝発表の選書テーマ 

 「人間が未来を生き抜くため

のヒントとなる本」 

○教師によるプレゼンを見て，

方法やテーマへの関わり方を

知る。 

  ・プレゼンタイムは 3分。 

  ・質問タイムは 5分。 

  ・読書指導員と二人で行う。 

  ・最後にどちらの本が読み

たくなったかを聞く。 

一斉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇前時に読み取った二つの論説文

の共通点を掲示し，今回のテーマ

を確認させる。 

 

 

○どちらの論説文も現代社会に対

する問題点を提示していたこと

を思い出させる。 

 

 

〇必要だと思ったことはノートに

メモを取らせる。 

 

 

〇その本のどういう部分がテーマ

に合っているかを説明し，本を選

第

二

次 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

本時 

7/9 

 

 

 

○人間がこれから未来を生き抜

いていくためにヒントとなる本

を探し，ミニ・ビブリオバトルを

行う。 

・二つの論説文から考えたこと

を「人間が未来を生き抜くため

には何が必要か」という題の作

文として 400 字程度にまとめ

る。 

 ・ミニ・ビブリオバトルのやり

方を，教師の手本を見て知る。 

 ・皆に薦めるための本を探し，

発表の準備をする。 

 ・4 人グループ，1 人 3 分間で

の「ミニ・ビブリオバトル」を

行う。 

・二つの文章の違いについて理解して

いる。【読む能力】（ノート，発言） 

・課題に沿った文章が書けている。【書

く能力】 

（作品） 

・読書をすることでものの見方を広げ

たり，自分の考えを深めたりしようと

している。【読む】（観察） 

・本の中から必要な情報を選び，メモ

している。【書く能力】(観察，ノート) 

・伝えたいことを簡潔にまとめ，わか

りやすく話している。【話す能力】（発

言） 

ミニ・ビブリオバトルのやり方を学

び，皆に薦めるための本を選ぼう 



 

 

 

 

 

 

 

 

ま

と

め 
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５ 

○テーマに合った本が選書して

あるので，他の本も簡単に紹

介する。 

 

〇テーマに合った本を探す。 

 

〇探せたら本を読み進め，必要

だと思ったことをメモする。 

 

〇次回は４人グループでミニ・

ビブリオバトルを行うことを

告げる。 

 

 

 

 

個人 

 

 

 

 

一斉 

ぶときの参考にさせる。 

〇なるべく広範囲の本が選べるよ

うに示唆する。 

〇読書指導員と二人で本が選べな

い生徒に助言を行う。 

◆積極的に本を選ぼうとしている。 

（関心・意欲・態度）観察 

◆選んだ本を読み，プレゼンに必要

なところを書くことができてい

る。 (読む)観察 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 2 授業後に貸し出された本のリスト 

リストの内容を見ても明らかだが，「人生を生き抜くためのヒント本」というテーマで，本

の紹介を行うに当たり，まず「人生を生き抜くためにはどんな力が必要か」ということを考え

話し合わせたので，生徒が普段は借りないような様々な分類の本を探すことができていた。 

分類 蔵      書      名 著    者    名 出  版  者  名 

081 中学生までに読んでおきたい哲学 1 松田哲夫 あすなろ書房 

141 こころのふしぎなぜ?どうして? 村山哲哉 高橋書店 

141 短所大辞典 児玉陽子 アチーブメント出版 

159 みんなのなやみ よりみちパン！セ ０１ 重松 清 理論社 

159 ブッタとシッタカブッタ 1 小泉吉宏 メディアファクトリー 

159 大人になる前に身につけてほしいこと 心の友だち 坂東真理子 PHP研究所 

159 愛の言葉 人生の言葉シリーズ 「人生の言葉」編集部 日本ブックエース 

159 新人生論ノート 高田 求 新日本出版社 

210 ぼくが見た太平洋戦争 心の友だち 宗田 理 PHP研究所 

281 日本人の手紙 第 10巻 大きな活字で読みやすい本 紀田順一郎 リブリオ出版 

289 

右大臣道真の怨霊 学問の神さまはこうして生まれた もの

がたり日本歴史の事件簿 １ 小西聖一 理論社 

バトルは 4人グループで 原稿を見ないで話す 原稿を見て最後の確認 



330 

もしドラえもんの「ひみつ道具」が実現したら タケコプタ

ーで読み解く経済入門 藤野英人 

阪急コミュニケー

ションズ 

361 社会の真実の見つけかた 岩波ジュニア新書 ６７３ 堤 未果 岩波書店 

369 「あの日」、そしてこれから 東日本大震災 2011・3・11 高橋邦典 ポプラ社 

369 あの日生まれた命 

ＮＨＫスペシャル「あ

の日生まれた命」取材 ポプラ社 

370 勉強するのは何のため? 僕らの「答え」のつくり方 苫野一徳 日本評論社 

378 電池が切れるまで 子ども病院からのメッセージ すずらんの会 角川書店 

404 科学 知識の王様 ８ 田中つとむ ポプラ社 

420 日常で役立つ物理学 雑学を超えた教養シリーズ 久保謙一 誠文堂新光社 

453 

地球の声に耳をすませて 地震の正体を知り、命を守る く

もんジュニアサイエンス 大木聖子 くもん出版 

453 津波ものがたり 童心社・小学生ブックス 山下文男 童心社 

654 森よ生き返れ ノンフィクション・ワールド 宮脇 昭 大日本図書 

782 マラソン 1年生 たかぎなおこ メディアファクトリー 

911 てつがくのライオン 工藤直子少年詩集 詩の散歩道 工藤直子 理論社 

913 93番目のキミ 山田悠介 文芸社 

913 コロヨシ!! 角川文庫 み 38-1 三崎亜記 角川書店 

913 名のないシシャ 山田悠介 角川書店 

913 セカ就! 世界で就職するという選択肢 森山たつを 朝日出版社 

913 

オレたちの明日に向かって Life is Beautiful teens’ best 

selections 32 八束澄子 ポプラ社 

913 流星の絆 東野圭吾 講談社 

913 カラフル 森 絵都 理論社 

913 きみの町で 重松 清 朝日出版社 

914 自分地図を描こう 秋元 康 大和書房 

916 にいちゃんのランドセル 世の中への扉 城島 充 講談社 

916 バカヤンキーでも死ぬ気でやれば世界の名門大学で戦える。 鈴木琢也 ポプラ社 

918 中学生までに読んでおきたい日本文学 8 松田哲夫 あすなろ書房 

933 朝のひかりを待てるから Ｙ．Ａ．Ｂｏｏｋｓ アンジェラ・ジョンソン 小峰書店 

 


