
２ 歴史 の本 

＊＊読書感想コンクール課題図書 中学校の部  （3 冊）
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令和 3年（2021年）  ９月号 

吹田市立山田中学校    Ｎ

Ｏ．４ 過ごしやすい季節になってきました！図書室にもリクエスト本や人気・話題の本、おすすめの

本、地球環境問題や現代社会の課題について考えさせられる本など、たくさんの新刊本が入って

きています。ほんの少しの空き時間、読書で身も心も休めてみませんか？ 

是非、図書室へ本を借りに来てください。心に残る一冊に出会えますように。 

図書室の本は日本十進分類法（NDC）に基づいて配架されています。 

今回は「２ 歴史」分野の本について紹介します。 

２００ 歴史総記 ２５０ 北アメリカ史 

２１０ 日本史 ２６０ 南アメリカ史 

２２０ アジア史 ２７０ オセアニア史 

２３０ ヨーロッパ史 ２８０ 伝記 

２４０ アフリカ史 ２９０ 地理・紀行 

 

書名 書名 書名 

ごみについて調べよう全 3 巻 その扉をたたく音（瀬尾まいこ） ギネス世界記録２０２１ 

知ろう！減らそう！食品ロス 都会（まち）のトム＆ソーヤ⑫（はやみねかおる） 檻の中のライオン 

気をつけよう！ネット動画 新謎解きはディナーのあとで（東川篤哉） 推し、燃ゆ（宇佐見りん） 

地球が危ない！プラスチックごみ 見た目レンタルショップ（石川宏千花） 科学者になりたい君へ 

どうなってるの？税金の使われ方 もっとやりたい仕事がある！（池上彰） 5 分後に美味しいラスト 

AI とともに生きる未来 自転しながら公転する（山本文緒） 5 分後に絆のラスト 

平和学習に役立つ戦跡ガイド２ ハリネズミは月を見上げる（あさのあつこ） 5 分後に恋の魔法が解けるまで 

お札になった！偉人のひみつ 友だちってなんだろう？（齋藤孝） いのちの停車場（南杏子） 

知ってる？アップサイクル 52 ヘルツのクジラたち（町田そのこ） 泣いたあとは、新しい靴をはこう。 

青春サプリ。 気温が 1 度上がると、どうなるの？ 人狼サバイバル（甘雪こおり） 

金子と裕而 -歌に生き、愛に生き- クララとお日さま（カズオ・イシグロ） 「はたらく細胞」ウィルスの教科書 

兄の名は、ジェシカ（ジョン・ボイン） ザリガニの鳴くところ（ディーリア オーエンズ） 水を縫う（寺地はるな） 

地球温暖化を解決したい 夏への扉（ロバート・Ａ・ハインライン） メイドイン十四歳（石川宏千花） 

ハブラシのサミー 犬がいた季節（伊吹有喜） 多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。 

ほんとうのリーダーのみつけかた 銀魂（１）（２）・銀魂 THE FINAL 映画ノベライズ 余命 10 年（小坂流加） 

おとなになるのび太たちへ 琥珀の夏（辻村深月） 銀魂 帰ってきた 3 年Ｚ組銀八先生 

オンライン！（雨蛙ミドリ） お探し物は図書室まで（青山美智子） 呪術廻戦 小説版 

絶体絶命ゲーム（藤ダリオ） 神さまの貨物（ジャン＝クロード・グランベール） ハイキュー！！ショーセツバン！！ 

この本を盗む者は（深緑野分） 渋沢栄一（コミック版 日本の歴史） 白鳥とコウモリ（東野圭吾） 

ソードアート・オンライン㉕（川原礫） 脱炭素時代を生き抜くための「エネルギー」入門 団地のコトリ（八束澄子） 

ナガサキの命-伝えたい、原爆のこと- こども手に職図鑑-AIに取って代わられない仕事 100 捨てられる食べものたち 

詳しい本の紹介は次号の図書室便りに掲載予定。（裏面にも）紹介した本はカウンター横の新刊本コーナーに置いています★ 

＊図書室開室日時＊ 

月・火・木・金  １２：５５～１３：

２０ 

（短縮期間中は １２：３５～１２：

５５） 

ひとり 5冊まで 2週間借りられます 

③『with you』濱野京子 

悠人が夜の公園で出会った少女・

朱音は、母親の介護に携わる“ヤン

グケアラー”だった。彼女の力になりた

いと思うようになる悠人だが、これは

恋なのか、それとも別の感情なのか？

「誰かを大切に思うこと」を描く。 

① 『牧野富太郎-日本植物学の父』

清水洋美 

日本全国の野山を駆け巡り、集めた標本は

40 万点。数多くの新種を発見し、命名した植

物は 1500 種類以上。草木を愛し、愛され

た、日本が誇る植物学者・牧野富太郎の波

瀾万丈な 94 年の人生。 

②『アーニャは、きっと来る』 

マイケル・モーパーゴ 

 第二次世界大戦中のフランス山間部の村。

羊飼いの少年ジョーはユダヤ人の子どもたちの

亡命に手を貸すことになる。ドイツ兵が駐留す

る中、村人が心を一つにして、命を守るために

立ち上がる。映画にもなった感動作。 

 

学習漫画『日本の歴史』 210 

漫画本で分かりやすく読みや

すいのでおすすめです！ 

図書室には『世界の歴史』 

『中国の歴史』も置いています。 

全巻制覇であなたも歴史の達人

になってみませんか？ 

 

『世界遺産でわかる世界の

歴史』 209   世界遺産

はどのようにつくられたの

か。世界史と深く結びつく世

界遺産を写真とともに紹介。

歴史のドラマを味わいながら

世界史の旅に出かけてみよ

う。 

 

『やばい世界史』  280 

歴史上の有名人の長所 

と同時に彼らの欠点、や

ば 

い部分を紹介。 

世界史を楽しく学べる１

冊。 
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新着本の紹介 

『知ろう！減らそう！食品ロス』 611 

世界中で問題になっている「食品ロス」について考

える。「食品ロス」の量と原因、問題点、世界の食糧

問題、「食品ロス」の原因でもある賞味期限と消費期

限について解説。 

 

『気をつけよう！ネット動画』 547 

いつでもどこでもネット動画を視聴できるようになった

現在。小中高生のネット視聴の現状や長時間視聴で

起きる生活や体への影響、動画が原因で起きたトラブ

ル例などを解説。動画投稿のリスクや著作権問題など

についても掲載。 

『どうなってるの？税金の使われ方』 345 

なぜ、国や自治体は国民から税金を集めるのでしょう

か? 病院にかかったときに使われる税金、お年寄りの生

活を支える税金など、年金・医療・介護等に関する税

金や、河川の整備、災害の復旧や復興のための税金

など、道路・防災等に関する税金など様々な税金の使

われ方を解説。世界の社会保障も紹介。 

『AI とともに生きる未来』 007 

実用化が進み、社会的にもよく

知られるようになった AI(人工知

能)。「AI とは何か」から、発展の歴

史、実現のための技術、ロボット開

発や、AI のある未来、AI が人間の

知能を上回る=シンギュラリティまで

イラストや図版で分かりやすく解説。 

『お札になった！偉人のひみつ』 280 

日本や世界でお札の顔になっている偉人の功

績とおもしろい秘密を紹介。写真やイラストととも

に歴史や人物像を学びつつ、お札についての知

識も身につく。渋沢栄一、ジョージ・ワシントンなど

の実業家・政治家や、エリザベス2世、野口英世

などの王族・研究者・指導者、夏目漱石、ポー

ル・セザンヌなどの作家・芸術家・教育家を取り上

げる。全 3 巻。 

 

  

『5 分後に美味しいラスト』 

『5 分後に恋の魔法が解けるまで』 

『5 分後に絆のラスト』 

『呪術廻戦 小説版』 913 

里桜高校での事件後、虎杖はある呪いに

悩む少年と出会う。以前順平を救えなかった

後悔から自信を喪失していた虎杖に五条はあ

る問いを投げかけ…。同名漫画ノベライズ。 

『ハイキュー！！ショーセツバン！！』 913 

烏野高校バレー部に入部した翔陽はライバ 

ルの天才セッター・飛雄や新たな仲間たちと共

にインターハイ出場をめざし、人生はじめての強

化合宿に挑む。同名漫画ノベライズ。 

『コミック版 日本の歴史 渋沢栄一』 289  

明治時代、日本に数多くの近代企業をもた

らし、その創設・発展に尽力するとともに、新しい

時代の中小企業経営者の育成に懸命となった

渋沢栄一の一生を漫画でわかりやすく描く。 

『子ども 手に職図鑑-ＡＩに取って

代わられない仕事１００』 366 

将来性があり、長く続けられ、AIに

取って代わられない、現代の“手に

職”と呼べる職業 100 種を厳選。 

仕事の内容から適性、やりがい、年

収の目安まで実際に活躍する人の

声を紹介。 

 

美味しくて心まで満たされる短編小説！！ 

キュンとする「恋の物語」を集めた短編集。 

君と会えてよかった-。忘れられない 

感動の出会いを描いた短編小説 

大人気5分後シリーズ♪追加しました！！ 

『夏への扉』ロバート・Ａ・ハインライン 933 

ぼくが飼っている猫のピートは冬になると「夏への扉」

を探しはじめる。家にたくさんあるドアのどれかが夏に通

じていると信じているのだ。そしてこのぼくもまた、ピート

と同じように「夏への扉」を探していた-。 

2021 年 2 月公開映画の原作。 

『琥珀の夏』辻村深月 913 

かつてカルト集団として批判された

団体の敷地から子どもの白骨が発見

された。弁護士の法子は、遺体は自

分の知る少女ではないかと胸騒ぎを

覚える。30 年前の記憶が蘇り、忘れ

て大人になった者と取り残された者は

やがて法廷へ。 

 

『おとなになるのび太たちへ』藤子・F・不二雄 

726  夢をかなえたおとなたちが「ドラえもん」を 

通じて伝えたいことは?  

宇宙飛行士・向井千秋、小説家・ 

辻村深月、声優・梶裕貴、俳優・ 

菅田将暉等々。10 人のおとなによる 

「ドラえもん」セレクション。 

 

 

 

 

 


