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       うち    どく           紀美野町立美里中学校・育友会                    

  家 読 の ススメ N0．5  

 読書週間中の第２回家読強化週間（10/27～11/9）での家読活動ありがとうございました。今回、

生徒の読んだ本に注目すると、学校で購入したり家読のススメで以前紹介した本を選んでくれている人

が多くうれしく思っています。また、家読週間に関わらずおうちの方が家読ノートに本の感想を書いて

くれているのもうれしかったです。強化週間を年３回設定していますが、これをきっかけにして、親子

で読書やその内容について話をする機会が増えていってくれればと思います。今年から違う本を読んで

もOKとしていますが、読んだ本の感想や紹介を家族でしながら「じゃあ、今度はその本読んでみよう」

となる場合もありますよね。 

しかし、残念なこともありました。本の題名や作者名、読み終わった日などが抜けている人がまだい

ます。お家の方の感想が書かれていない家読ノートもあります。私（藪根）は、本当にとっても短い時

間ですが、毎日読書をしています。仕事に家事にと毎日忙しい日々を送っているからこそ、一日１０分、

１５分の読書の時間が生活のエネルギーになっているように思います。どうぞ、今年最後の第３回家読

強化週間に向けて本を手にとっていただければありがたいです。『家読』とは、家族で同じ本を読み、

読んだ本の感想を話し合うことで「家族のコミュニケーションをさらに深めよう」という取組です。親

子で違う本を読んでいただいても構いませんが、趣旨をご理解いただき、引き続き家読活動への協力を

よろしくお願いいたします。年末・年始と忙しい時期ではありますが、『継続は力なり』です。派手な

活動ではありませんが、ぜひ、長い目でこの活動へのご協力をよろしくお願いします。 

 1年に3回の「家読強化週間」 

３回目は、1２月2２日(土)～1月７日(月)の冬休み中 です。 

家読ノート提出は1月８日(火) としています。 

「家読ノート」は今まで同様に無理のない範囲で、家読された感想やご意見、ご要望を 

書いてください。強化週間だけでなく、日常的に取り組んでおられる方は、家読ノートの 

用紙を学校まで請求してください。 

また新しい書籍が入荷しました  ≪全７２冊≫ 

「下町ロケット」「下町ロケット ゴースト」「下町ロケット ガウディ計画」「生きてこそ」 

「Ｗｏｎｄｅｒ」「美女と野獣オリジナル版」「限界集落株式会社」「未来のミライ」「ミックス」 

「聲の形（上）（下）」「ナミヤ雑貨店の奇蹟」「グラスホッパー」「チーム・バチスタの栄光」 

「ピーナッツエッセンス１０巻セット」「マザーグース４巻セット」「クリスマスを探偵と」 

「都会のトム＆ソーヤ１～１０」「大家さんと僕」「猫町くんと猫と黒猫」「ラプラスの魔女」 

「ＡＸアックス」「心霊探偵八雲」「さるのこしかけ」「たいのおかしら」「ももこの話」 

「夏への扉」「わけあって絶滅しました」「自衛隊防災ＢＯＯＫ」     他多数、全７２冊 

 

 

今回は、映画化された作品やさくらももこさんの本など生徒のみなさんが手に取りやすい本を中心に

購入しています。これらの本は、近々３年生教室前ローカに本棚を追加して設置して置く予定です。生

徒の貸し出しは可能ですので、保護者の方で、読んでみたい、子どもに読ませたい、という本があれば

生徒を通じて借りていただけたらと思います。                 
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『家読ノート』
第２回家読強化週間で読まれた

    

   

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここからは、親子で違う本を読ん

ている（書いてくれている）感想を

   

  

  

 

 

    

       

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

読んだ人

好きな登場人物

感想 今、私達が普通に使っている円周

率の謎を生涯をかけて孝和が周りの

人々と追っていくところで

力の偉大さを学んだ。数々の壁にぶつ

かっても、最後まであきらめずに謎を

追い続けた。孝和の姿にはとても感心

した。数学用語がたくさんでてきて少

し難しいけれど、ぜひ読んで欲しい。

読んだ人 自分  

読み終わった日 11/3 

好きな登場人物 カンガルー  

感想 この本は、学校でお薦めに

なっていたので読んでみました。

さだまさしさんの本でとても良

い本だなと思いました。 

読んだ人 私 読み終わった日 10/30 

好きな登場人物 宙 と はるか 

感想 私が好きなシリーズの最終巻です。

最後に、はるかと宙の思いが通じあって良

かったし、宙の過去も分かってすごく読ん

でいて楽しかったです。 

読んだ人

好きな登場人物

感想

てしまったから、ツバキ文具店をはじ

めた。代書仕事で離婚した人のときに

は、両者をせめずに感謝などの手紙を

書き、周りの人たちも温かく包むよう

な手紙ですごいと思った。

読んだ人

好きな登場人物

感想 子どもの時から苦労して生きて

きたネイマールの思いが心に沁み

込む本だった。

読んだ人

好きな登場人物

感想 実際の世界では過去と通じ合う

ことはないけど、過去であっても懸

命に生きることで未来を変えるこ

とが出来ると思った。

家読で読んだ本の題名 
ネイマール 

作 者 ﾏｲｹﾙ･ﾊﾟｰﾄ 

出版社 ポプラ社 

家読で読んだ本の題名 

円周率の謎を追う 

作 者 鳴海風 

出版社 くもん出版 

家読で読んだ本の題名 

とても温かでとても 

せつないきみの絵本 

 文  さだまさし 

出版社 千倉書房 

家読で読んだ本の題名 
お任せ！数学屋さん３ 

作 者 向井湘吾 

出版社 ポプラ社 

家読で読んだ本の題名 

  君の名は。 

作 者 新海 誠 

出版社 角川文庫 

                                                              

』から… 
まれた本 & 感 想 

んでいる人や、生徒（またはお家の人）だけがうちどくノートに

を紹介します。 

読んだ人 母  読み終わった日

好きな登場人物 関

感想 今の時代なら数学の謎を追っていられる

のでしょうけれど、時代が時代で御用が第

一でなかなか数学の謎を終えなくて悔しか

ったと思う。それでもあきらめずに、数学

の研究を続けて円周率の謎を解明できたと

きは柴村先生や香奈の期待に応えられたこ

ともあってすごく嬉しかったと思いまし

た。昔の人はこんなに苦労して数学の謎を

解明していったんだなあと思いました。

読んだ人 自分 読み終わった日10/31 

好きな登場人物 柴村先生 

今、私達が普通に使っている円周

率の謎を生涯をかけて孝和が周りの

人々と追っていくところで周りの協

力の偉大さを学んだ。数々の壁にぶつ

かっても、最後まであきらめずに謎を

追い続けた。孝和の姿にはとても感心

した。数学用語がたくさんでてきて少

し難しいけれど、ぜひ読んで欲しい。 

読んだ人 母   

好きな登場人物  

感想 男が女になったら、しそうなこと。女が

男になったらしそうなことをしていてす

ごく共感できました。

私が好きなシリーズの最終巻です。

最後に、はるかと宙の思いが通じあって良

かったし、宙の過去も分かってすごく読ん

読んだ人 自分 読み終わった日 11/9 

好きな登場人物 雨宮鳩子 

感想 ポッポちゃんは先代が亡くなっ

てしまったから、ツバキ文具店をはじ

めた。代書仕事で離婚した人のときに

は、両者をせめずに感謝などの手紙を

書き、周りの人たちも温かく包むよう

な手紙ですごいと思った。 

読んだ人 自分 読み終わった日 11/1 

好きな登場人物 ネイマール 

子どもの時から苦労して生きて

きたネイマールの思いが心に沁み

込む本だった。 

読んだ人 母   

好きな登場人物  

感想 貧しい少年時代だったが、父親をはじめ

とする家族や周りの人々の愛情があったか

らこそ潰されず一流選手にのし上がったの

だなと思いました。

読んだ人 父   

読み終わった日 9/4 

好きな登場人物  

感想 世の中に出ている企

業不正は、氷山の一角な

んだなあと思える作品。 

 自分 読み終わった日 11/13 

好きな登場人物  三葉 

実際の世界では過去と通じ合う

ことはないけど、過去であっても懸

命に生きることで未来を変えるこ

とが出来ると思った。 

読んだ人 

好きな登場人物

感想 自分を偽らない事。自分で自分

の未来を切り開くために、自分の役割

を見つける事、感謝する事。心に響き

ました。 

 

家読で読んだ本の題名 
七つの会議 

作 者 池井戸 潤 

出版社 講談社文庫 

家読で読んだ本の題名 
ツバキ文具店 

作 者 小川 糸 

出版社 幻冬舎 

家読

作 
グヘッド

出版社

読んだ人 母

好きな登場人物

感想 家出をして、途中帰ってくるが、

家出をしようとする事がすごい。次から

次へと知識が言葉として出てきてすごい

なあと思った。色々考えて…。自分の子

供は、はたしてそんなに色々考えて行動

できるのだろうかと思いました。

家読
君

作

出版社

                             

だけがうちどくノートに書い

読み終わった日 11/4 

関 孝和 

今の時代なら数学の謎を追っていられる

のでしょうけれど、時代が時代で御用が第

一でなかなか数学の謎を終えなくて悔しか

ったと思う。それでもあきらめずに、数学

の研究を続けて円周率の謎を解明できたと

きは柴村先生や香奈の期待に応えられたこ

ともあってすごく嬉しかったと思いまし

た。昔の人はこんなに苦労して数学の謎を

解明していったんだなあと思いました。 

  読み終わった日 11/14 

  三葉 

男が女になったら、しそうなこと。女が

男になったらしそうなことをしていてす

ごく共感できました。 

  読み終わった日 11/4 

  パイ（父） 

貧しい少年時代だったが、父親をはじめ

とする家族や周りの人々の愛情があったか

らこそ潰されず一流選手にのし上がったの

だなと思いました。 

 母 読み終わった日 ？ 

好きな登場人物  ナツメ 

自分を偽らない事。自分で自分

の未来を切り開くために、自分の役割

を見つける事、感謝する事。心に響き

 

家読で読んだ本の題名 
ぼくだけの山の家 

 者 ジーン・クレイ

グヘッド ジョージ 

出版社 偕成社 

母 読み終わった日 11/10 

好きな登場人物 サム 

家出をして、途中帰ってくるが、

家出をしようとする事がすごい。次から

次へと知識が言葉として出てきてすごい

なあと思った。色々考えて…。自分の子

供は、はたしてそんなに色々考えて行動

できるのだろうかと思いました。 

家読で読んだ本の題名 
君の膵臓を食べたい 

 者 望月麻衣 

出版社 文藝春秋 


