
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※

『この川のむこうに君がいる』

 

梨乃は、同じ中学出身者のいない都内の高校を選んだ。そして、福島から来た遼と出会う…。

 

によって射殺されてしまう。目の前で起こったこの事件は、事実と異なって報道されていく。

事件によって徐々に変わりゆく周囲と、スター自身の心。スターは覚悟を決めて立ち上がる。

カリルの声となるために。映画化もされた米国の社会問題に迫る話題作！

するゴビンダ。「字をたくさん覚えたら、お母さんの目が見えるようになる？」。その言葉は

鋭利なナイフのように僕の胸をえぐるのだった。

ゼロから学校づくりに挑んだ若者と子どもたちの感動の記録。

 

『

『ヒマラヤに学校をつくる

※ 読書感想文Ｑ＆Ａ（全国図書館協議会、毎日新聞社）を

提出者には、

マイスターポ

イントが付与

されます！ 

第６５回青少年読書感想文全国コンクール 

『この川のむこうに君がいる』

 
災害が起き「なぜ」と問いかける人が生まれる。なぜ我が家が、なぜ自分がと。

３．１１の被災者であることを隠し、高校生活をまっさらな状態で始めたいと思った

梨乃は、同じ中学出身者のいない都内の高校を選んだ。そして、福島から来た遼と出会う…。

大震災から三年後の、被災地から遠く離れた場所で、１６歳の

 

ギャングがはびこる町に暮らす女子高生、スター。ある晩、幼なじみのカリルが白人警官

によって射殺されてしまう。目の前で起こったこの事件は、事実と異なって報道されていく。

事件によって徐々に変わりゆく周囲と、スター自身の心。スターは覚悟を決めて立ち上がる。

カリルの声となるために。映画化もされた米国の社会問題に迫る話題作！

２２歳の僕は盲目の母と暮らす貧しい少年ゴビンダと出会う。初めて字を教わり、大喜び

するゴビンダ。「字をたくさん覚えたら、お母さんの目が見えるようになる？」。その言葉は

鋭利なナイフのように僕の胸をえぐるのだった。

貧しいけれど、きっとここは世界一幸せな学校。人身売買、児童労働…貧困のネパールで、

ゼロから学校づくりに挑んだ若者と子どもたちの感動の記録。
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事件によって徐々に変わりゆく周囲と、スター自身の心。スターは覚悟を決めて立ち上がる。

カリルの声となるために。映画化もされた米国の社会問題に迫る話題作！

歳の僕は盲目の母と暮らす貧しい少年ゴビンダと出会う。初めて字を教わり、大喜び

するゴビンダ。「字をたくさん覚えたら、お母さんの目が見えるようになる？」。その言葉は

鋭利なナイフのように僕の胸をえぐるのだった。

貧しいけれど、きっとここは世界一幸せな学校。人身売買、児童労働…貧困のネパールで、

ゼロから学校づくりに挑んだ若者と子どもたちの感動の記録。
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『ヒマラヤに学校をつくる：カネなしコネなしの僕と、見捨てられた子どもたちの挑戦
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ゼロから学校づくりに挑んだ若者と子どもたちの感動の記録。
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『希望の糸』

最新長編書き下ろしは、「家族」の

物語。

しつこいけれど

好きなので

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新着図書案内

『ノーサイド・ゲーム』

・西日本新聞

・毎日新聞

・読売

人は、とある大型買収案件に異を唱えた結果、横浜工場の総務部長に左遷させられ、同社ラグビ

ー部アストロズのゼネラルマネージャーを兼務することに。かつて強豪として鳴らしたアストロズも、

いまは成績不振に喘ぎ、鳴かず飛ばず。巨額の赤字を垂れ流していた。アストロズを再生せよ―。

ラグビーに関して何の知識も経験もない、ズブの素人である君嶋が、お荷物社会人ラグビーの再

建に挑む。

『希望の糸』 

東野圭吾 著

最新長編書き下ろしは、「家族」の

物語。 

しつこいけれど

好きなので  

 

購入希望図書（リクエスト）用紙

（書名） 

（出版社） 

図書館に

新着図書案内

『ノーサイド・ゲーム』

・西日本新聞 

・毎日新聞 

・読売新聞 

大分合同新聞、朝日新聞

毎日新聞、読売新聞の５紙を図書館で

読むことができます。

日ごろから新聞を読むことに慣れていない人は、

まずは自分の興味のある

読んでみてはいかがでしょうか。

新聞を読みに図書館へ

クラス別貸出冊数

①
②
③

未来につながる、パスがある。大手自動車メーカー・トキワ自動車のエリート社員だった君嶋隼

人は、とある大型買収案件に異を唱えた結果、横浜工場の総務部長に左遷させられ、同社ラグビ

ー部アストロズのゼネラルマネージャーを兼務することに。かつて強豪として鳴らしたアストロズも、

いまは成績不振に喘ぎ、鳴かず飛ばず。巨額の赤字を垂れ流していた。アストロズを再生せよ―。

ラグビーに関して何の知識も経験もない、ズブの素人である君嶋が、お荷物社会人ラグビーの再

建に挑む。 

大分合同新聞と朝日新聞は毎朝届きます。

  

著 （講談社）

最新長編書き下ろしは、「家族」の

しつこいけれど 絆の話です。

  ― 東野圭吾

 

購入希望図書（リクエスト）用紙

 

図書館に新聞が３紙

新着図書案内 

『ノーサイド・ゲーム』 

１日から７日遅れで図書館に届きます。

（月曜日にまとめて届きます。）

大分合同新聞、朝日新聞

毎日新聞、読売新聞の５紙を図書館で

読むことができます。（読み比べができます。）

日ごろから新聞を読むことに慣れていない人は、

自分の興味のある

読んでみてはいかがでしょうか。

新聞を読みに図書館へ

クラス別貸出冊数

① Ｆ３  
② Ｍ１  
③ Ｅ１   

例：（7/15

未来につながる、パスがある。大手自動車メーカー・トキワ自動車のエリート社員だった君嶋隼

人は、とある大型買収案件に異を唱えた結果、横浜工場の総務部長に左遷させられ、同社ラグビ

ー部アストロズのゼネラルマネージャーを兼務することに。かつて強豪として鳴らしたアストロズも、

いまは成績不振に喘ぎ、鳴かず飛ばず。巨額の赤字を垂れ流していた。アストロズを再生せよ―。

ラグビーに関して何の知識も経験もない、ズブの素人である君嶋が、お荷物社会人ラグビーの再

大分合同新聞と朝日新聞は毎朝届きます。

（講談社） 

最新長編書き下ろしは、「家族」の

絆の話です。  

東野圭吾 
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３紙増えました

 池井戸潤 著

１日から７日遅れで図書館に届きます。

（月曜日にまとめて届きます。）
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  １５７冊 
  １４１冊 
   ９４冊 

1 学期

 

7/15～7/21 の新聞）→

未来につながる、パスがある。大手自動車メーカー・トキワ自動車のエリート社員だった君嶋隼

人は、とある大型買収案件に異を唱えた結果、横浜工場の総務部長に左遷させられ、同社ラグビ

ー部アストロズのゼネラルマネージャーを兼務することに。かつて強豪として鳴らしたアストロズも、

いまは成績不振に喘ぎ、鳴かず飛ばず。巨額の赤字を垂れ流していた。アストロズを再生せよ―。

ラグビーに関して何の知識も経験もない、ズブの素人である君嶋が、お荷物社会人ラグビーの再

大分合同新聞と朝日新聞は毎朝届きます。

切り取り線

     科

増えました！ 

著 （ダイヤモンド社）

 

１日から７日遅れで図書館に届きます。

（月曜日にまとめて届きます。） 

、西日本新聞、 

毎日新聞、読売新聞の５紙を図書館で 

（読み比べができます。） 

日ごろから新聞を読むことに慣れていない人は、 

ところ（スポーツ面など）から

新聞を読みに図書館へ 

BEST３ 

 
 
  

学期（７/11 まで

の新聞）→7/22 に届きます。

未来につながる、パスがある。大手自動車メーカー・トキワ自動車のエリート社員だった君嶋隼

人は、とある大型買収案件に異を唱えた結果、横浜工場の総務部長に左遷させられ、同社ラグビ

ー部アストロズのゼネラルマネージャーを兼務することに。かつて強豪として鳴らしたアストロズも、

いまは成績不振に喘ぎ、鳴かず飛ばず。巨額の赤字を垂れ流していた。アストロズを再生せよ―。

ラグビーに関して何の知識も経験もない、ズブの素人である君嶋が、お荷物社会人ラグビーの再

大分合同新聞と朝日新聞は毎朝届きます。 

切り取り線 

科   年   番

（著者名）

（備考）

（ダイヤモンド社） 

１日から７日遅れで図書館に届きます。 

 

 

ところ（スポーツ面など）から

まで） 

『中高生からの選挙入門

に届きます。 

未来につながる、パスがある。大手自動車メーカー・トキワ自動車のエリート社員だった君嶋隼

人は、とある大型買収案件に異を唱えた結果、横浜工場の総務部長に左遷させられ、同社ラグビ

ー部アストロズのゼネラルマネージャーを兼務することに。かつて強豪として鳴らしたアストロズも、

いまは成績不振に喘ぎ、鳴かず飛ばず。巨額の赤字を垂れ流していた。アストロズを再生せよ―。

ラグビーに関して何の知識も経験もない、ズブの素人である君嶋が、お荷物社会人ラグビーの再

 

番 氏名 

（著者名） 

（備考） 

夏の

返却期限が過ぎて

は、返却するか

返すタイミングを

早急に手続き

 『中高生からの選挙入門

一人ひとりの意識が社会を変える！

１章 投票はどうやるの？

２章 今、どんなことが政治課題になっているの？

３章 そもそも民主主義とは何だろうか？

ろうか？

４章  ルポ・地方選挙の現状

 夏の

実施期間

貸出冊数

返却期限

 

未来につながる、パスがある。大手自動車メーカー・トキワ自動車のエリート社員だった君嶋隼

人は、とある大型買収案件に異を唱えた結果、横浜工場の総務部長に左遷させられ、同社ラグビ

ー部アストロズのゼネラルマネージャーを兼務することに。かつて強豪として鳴らしたアストロズも、

いまは成績不振に喘ぎ、鳴かず飛ばず。巨額の赤字を垂れ流していた。アストロズを再生せよ―。

ラグビーに関して何の知識も経験もない、ズブの素人である君嶋が、お荷物社会人ラグビーの再

夏の特別貸

本の返却期限

返却期限が過ぎてしまっている本を持っている人

は、返却するか貸出延長の手続き

タイミングを逃すと返しにくくなります

早急に手続きを！！ 

『中高生からの選挙入門

一人ひとりの意識が社会を変える！

投票はどうやるの？

今、どんなことが政治課題になっているの？

そもそも民主主義とは何だろうか？

ろうか？ 

ルポ・地方選挙の現状

夏の特別貸し出

実施期間 ８月

貸出冊数 １０

返却期限 ９月

未来につながる、パスがある。大手自動車メーカー・トキワ自動車のエリート社員だった君嶋隼

人は、とある大型買収案件に異を唱えた結果、横浜工場の総務部長に左遷させられ、同社ラグビ

ー部アストロズのゼネラルマネージャーを兼務することに。かつて強豪として鳴らしたアストロズも、

いまは成績不振に喘ぎ、鳴かず飛ばず。巨額の赤字を垂れ流していた。アストロズを再生せよ―。

ラグビーに関して何の知識も経験もない、ズブの素人である君嶋が、お荷物社会人ラグビーの再

特別貸し出し実施中

返却期限過ぎていませんか？

しまっている本を持っている人

延長の手続き

逃すと返しにくくなります

 

『中高生からの選挙入門（なるには

谷隆一 著

一人ひとりの意識が社会を変える！ 

投票はどうやるの？ 選ぶときの判断基準は？

今、どんなことが政治課題になっているの？

そもそも民主主義とは何だろうか？

ルポ・地方選挙の現状 

出しを実施しています！

月７日（水）まで

１０冊まで 

９月２日（火）

未来につながる、パスがある。大手自動車メーカー・トキワ自動車のエリート社員だった君嶋隼

人は、とある大型買収案件に異を唱えた結果、横浜工場の総務部長に左遷させられ、同社ラグビ

ー部アストロズのゼネラルマネージャーを兼務することに。かつて強豪として鳴らしたアストロズも、

いまは成績不振に喘ぎ、鳴かず飛ばず。巨額の赤字を垂れ流していた。アストロズを再生せよ―。

ラグビーに関して何の知識も経験もない、ズブの素人である君嶋が、お荷物社会人ラグビーの再

実施中 

いませんか？ 

しまっている本を持っている人

延長の手続きを！ 

逃すと返しにくくなりますよ

（なるにはBOOKS別巻）

著 （ペリカン社）

 

選ぶときの判断基準は？

今、どんなことが政治課題になっているの？ 

そもそも民主主義とは何だろうか？ 政治とは何だ

実施しています！

）まで 

） 

 

 

しまっている本を持っている人

よ。 

 

別巻）』 

（ペリカン社） 

選ぶときの判断基準は？ 

 

政治とは何だ

実施しています！ 


