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 早いもので、二学期もあと少しとなりました。 

 冬休みは、家族みんなですごす時間が多く会話もはずむことでしょう。たまには家族で 

同じ本を読んで感想を話してみてください。家族で読書会も楽しいものです。おすすめの 

本を交換するのも良いですね。「家読
うちどく

」おすすめの本を借りた人に「読書週間しおり」を 

プレゼントします。読書は時間を決めて読むと、集中力がついて、勉強もはかどりますよ。 

 また、２2日の冬
とう

至
じ

には、カボチャを食べたり、ゆず湯(湯
とう

治
じ

)に入ったりして風邪
か ぜ

を 

ひかないようにするのも昔からの知恵ですね。厄
やく

落
お

としの意味があるそうです。一陽来復
いちようらいふく

、 

陰
いん

から陽
よう

へ、運が向いてくる境
さかい

の日･･･身体を大切に、元気に三学期お会いしましょう。 

 

 

冬至の運盛り 季節の豆知識 ＊**********＊**********＊**********＊**********＊********** 

冬至には「ん」のつくものを食べると「運」が呼びこめるといわれています。 

にんじん、れんこん、うどん、ぎんなんなど「ん」のつくものを「運盛り」といい、縁起
えんぎ

をかついで

いたのです。「運盛り」は縁起
えんぎ

かつぎだけでなく、栄養をつけて寒い冬を乗りきるための知恵でもあり、

カボチャも漢字で書くと南瓜（なんきん）で「運盛り」のひとつです。「なんきん」「にんじん」「れん

こん」「ぎんなん」「きんかん」「かんてん」「うんどん（うどん）」を冬至の七種（ななくさ）と言うそ

うです。どれも２つ「ん」(運)がついているからですね。カボチャは夏が旬ですが、保存ができるので

野菜の少ない冬には重
ちょう

宝
ほう

したのですね。 

 
 
 
 

            

 
 

ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ・他『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』1・2 ﾌﾞﾚｲﾃﾞｨみかこ 著 

『おとなになる本』ﾊﾟｯﾄ･ﾊﾟﾙﾏｰ 著  『言いかえ図鑑』大野萌子 著 

   小説   『キャラメル色のわたし』『言葉屋』『カモメに飛ぶことを教えた猫』『花実の咲くまで』 

『パンツ・プロジェクト』『ルーパートのいた夏』『賢者の贈り物』『朔
さ く

と新
あき

』 

   絵本   『ぼく、どこにでもいるカバです』『ラブ・ユー・フォーエバー』『はなをくんくん』など 

※ 先生方のおすすめ本やPOPを読んでメッセージを書いてくれた人に特別しおりをﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ！ 

≪ 冬休みの貸出 ≫                     

  未返却本(延滞本)がまだまだ多いようです。 

  気持ちよく冬休みの貸出ができるように、急いで返しましょう。 
 
12/１4（火）～   ５冊まで    借り換えありです。 

  返す日  １/1４（金）まで  借りた本は、大切に持っていてください。 

 

 

      

 ☆★☆ 河東中ブックフェア続報 ☆★☆    

≪文化・図書委員会イベント≫ 

・ ミニビブリオバトル決勝  12/13(月)昼休み 

延期になっていたミニビブリオバトルの決勝を 13 日に行います。今回も観戦したい人を

30名ほど募ります。ぜひ見に来てください。決勝に残った４名が好きな本を自分流で語り、

自己アピールします。今回の制限時間は３分、質問タイム2分、全員紹介し終わったら、ど

れが一番読みたい本かきめて投票。チャンプ本を決めます。観戦したい人は、筆記用具を持

って13:40までに図書館に来てください。 

 

 

 

 
 

・ ＰＯＰコンテスト結果発表！   
    ・・・クラス代表でPOPを作ってくれた皆さん、素晴らしい作品をありがとうございまし

た。65 名が投票してくれました。ありがとうございました。57 作品をポプラ社の
全国学校図書館POPコンテストに応募しました。 

 

 

 

 

 

 

 
 

冬休みの開館予定はありません 

返却ｷｬﾝﾍﾟｰﾝも

企画中！ 

観戦者にはしおりをプレゼント！ 

発表者 

 A ｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾌﾟ本  1の1 小薮遥稀さん『昔話法廷』 

 B ｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾝﾌﾟ本  3の1 原口聡一郎さん『ざんねんな偉人伝』  

決勝進出者  3の1 髙﨑拓也さん『探偵はもう死んでいる』 

        1の4 久野由翔さん『絶対に行けない世界の非公開区域99』  

クラス代表    金賞 ⑪『｢悩み部｣の結成と、その結末。』 2の 5廣瀬みなみさん 

銀賞 ③『日暮旅人の探し物』 2の 1平尾花さん 

銅賞 ⑨『5分後に意外な結末』 3の 6野里凛星さん 

文化・図書委員  金賞 10『ソードアート・オンライン』 3の 3大津駿さん 

銀賞 47『妖怪の子預かります』 2の 4喜多村帆香さん 

銅賞 49『君の膵臓をたべたい』 3の 3深田咲希さん 

銅賞 32『54字の百物語』 3の 3貞光音さん 

イラスト賞   7『ルーパートのいた夏』 3の 6上田風花さん 

キャッチコピー賞 「試してみることに失敗はない どんな仕事も 100倍楽しくなる」 

…25『仕事は楽しいかね』 3の 4高田龍之介さん 

  ※ 表彰はクラスで行ってもらいます。副賞のプレゼントは、図書館へもらいに来てください。 

先生方のおすすめ本も｢家読｣対象です 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwianY2Lp-XJAhXIMKYKHW2uCTkQjRwIBw&url=http://sozai.7gates.net/docs/xmastree03/&psig=AFQjCNHR4Qr7gQFWVWOc7hvHeRXdGDEW5A&ust=1450524513120441
http://putiya.com/4tabemono_yasai3_3.html#05#05
http://www.google.co.jp/imgres?start=120&biw=1280&bih=657&tbm=isch&tbnid=Nq3AiDUqxTwHMM:&imgrefurl=http://www.sozaiyakoaki.com/aut/ichou/&docid=cB11oJ3NFXyMDM&imgurl=http://www.sozaiyakoaki.com/aut/ichou/ichou-3.gif&w=200&h=200&ei=-auyUsnfJofJkgWRq4GgCg&zoom=1&iact=rc&dur=203&page=5&tbnh=139&tbnw=139&ndsp=30&ved=1t:429,r:35,s:100,i:109&tx=75&ty=101


 

 

 

 

 

 

 

☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★ 

 

～ 特集コーナー ～ 借りてくださいね！ 

☆「人権週間」･･･展示・貸出中 

１２月１０日は、「人権デー」、１２月４日から１０日までは人権週間です。今年はジェンダーの 

本の他に、いじめも特集しています。『「ふつう」ってなんだ？』など 

☆「A Merry Christmas ＆ A Happy New Year！」･･･クリスマスやお正月に 

関する本を集めてみました。料理やカードの作り方なども参考にしてください。 

☆「科学の本」･･･「科学で遊ぼう」のイベントが中止になったので、科学の本を展示・貸出中。 

 

☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★ 

☆★☆ 第５回読書会 報告 ☆★☆   

日時   11.29(月)  16:20～17:15 

テキスト『種
たね

をまく人』ﾎﾟｰﾙ･ﾌﾗｲｼｭﾏﾝ 著  あすなろ書房 

  参加者 ３年５名  ２年５名    計 10名で実施  

   男子５名、女子５名で 10名の参加者でした。文化図書委員長の原口聡一郎さんが司会を担当、

司会補佐・書記は貞光音さんが担当してくれ、学年を超え、知的でユーモアのある意見交流が行わ

れました。1年生の参加がなかったことが残念でした。 

 

あらすじ・・・ある寒い朝、一人の少女が豆を植えた。・・・ゴミ捨て場のようなアパート前の空き地が畑と

して生まれ変わるとき、人種、年代、立場を越え人々が結びついていく。 

☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★ 

 「誰の話が印象に残りましたか？」･･･ 

   「P8アナの話」…4名が1番印象に残ったとのこと。理由は、「キムが埋めたものを銃
じゅう

か麻 

薬かお金ではないかと疑って掘り返すところが衝
しょう

撃
げき

的
てき

だった。」とのこと。実際に埋められた 

のは豆だったのだが、アメリカ、クリーヴランドの治
ち

安
あん

の悪さと貧しさを表現しているところ 

だ。自分たちの日常との違いに驚くと同時に、「豆は大丈夫か？！」と心配になったらしい。 

「カーティスも良い。P54《見てみなよ、おれのこの筋肉。肩。胸。腿
もも

。すげえだろ！》個性 

が強い。ビフテキトマトを選んだところもおもしろい。」「P87フローレンス…ラストの終わ 

り方が良い。」「P24リオーナ…めっちゃ仕事してくれてる。」「P31サム…考え方が好き。水 

コンテストなど大きな仕事をした。」「P13ウェンデル…「…子どもがみちびく…」という聖 

書の一文を思い出すところからが良い。」「P12とP17最後の1行が好き。」「P18ゴンサー 

ロ…《ガルシアの〈逆転の法則〉…移住してきて、遊びながら英語を覚え大人
おとな

の代わりに会話 

するようになった子どもと、英語がしゃべれず子どものようになった大人たちのこと」》の話を読んで、 

「たとえペラペラになっても親には勝てない気がする。」といった子に共感が集まった。親が 

高学歴という現代日本と、本に描かれている移民たちの生活との違いを生徒たちが再認識した 

のだった。他にもロイスくんやマリセーラさん、ノーラさんの名前があがった。 

☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆いず☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★ 

「この本を読んで感じたこと、考えたことは何ですか？」･･･「P48 セヨンさんの深刻な話 

の後に、P54カーティスの陽気な語り口はとても良い。」「いろいろな人が出てきて、それが

うまくつながっていく。」「人との関わりがリアル」「おもしろい。他の本とは違う。考えさせ

られる。」「登場人物の個性がバクハツ」「いろいろな人種の人が出てくるが、だんだん仲良く

なっていくのが良い。」…92ページの短編だが、読み応えがあったとのこと。 

☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★ 

 「あなたは畑を作る人？見てる人？それとも…」･･･作る人…４名  見てる人…4名 

   その他…２名…畑を作る人のサポートをしたい(市役所にゴミの撤去をお願いしたリオーナ

のように)   見てる人と答えた人…「人間観察がおもしろそう」 

☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★ 

「畑を作るなら何を育てますか？」･･･「ベビーレタス、高く売れるから。」という答えに、「P38

ヴァージルの父さん失敗してたよ」とツッコミが入った。ミニトマトやカボチャ、ナス、メロ

ンなどの意見が出た。家の野菜のおいしさや子どもの頃育てた経験で盛り上がった。  

☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★ 

参加した感想は、 

 「初めてだったけど、みんな気楽に話してて良かった。」 

「この本の中の人のようにいろいろな個性の人がいるなと 

思った。」「意見が個性的だった。」「こんなに楽しかったん 

だな。意見を交換することで新しい発見があった。」 

「笑えた。時間を忘れた。」「とにかく楽しかったです。」 

「本を通して共感したり、違う意見を聞けたりして良かった。」 

…時間も少なく、笑っているうちに終わってしまった感じでしたが、深刻な話もしていたなと

文字に起こしていて気が付きました。面白
おもしろ

そうと思った人は、ぜひ『種をまく人』を読んでみてく

ださい。 

参加者には、キャラグッズなどのプレゼントがあります。 

興味を持った人は、次回ぜひ参加してください。 
☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆★ 

本当に大切なものは

何ですか？ 

 

むなかた中学生オンラインビブリオバトル観戦者募集中 12/12(日)14:00～ 

配布したプリントのQRコードを読み取るか、「宗像ビブリオバトル倶楽部」のイベントページから観戦申し

込みをしてください。当日でも間に合いますが、投票はプレゼン(発表)をすべて聞いた人だけができますの

で注意してください。 河東中からのバトラーさん(1の 1小薮遥稀さん、1の 4久野由翔さん、 

2の 2佐々木心晴さん、3の 5駄場成海さん) 

 ※ 公式ルール 5分間のプレゼンをぜひ聞いてみてください。応援お願いします！ 


