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自分を変

えるレッスン』
「７つの習慣」編集部／監修
大西洋／イラスト
日本図書センター
「7 つの習慣」とは、成功を手に入れ、充
実した人生を送るための方法。成功とは、単
にお金持ちになる、出世するなどの表面的な
ことではなく、自分が本当に大切だと思うも
のを見極め、手に入れて心の底から充実感を
得ること。あなたにとって、本当に大切なも
のとは、なに？

2021.9

中学生～高校生の人たちへ
『勉強する気はなぜ起こらないのか』
外山美樹／著
筑摩書房
勉強する気がなかなか起きないのは、多くの人
が悩むところ。では、やる気とは・・・？

なぜ

人は誘惑に負けてしまうのか？ 解説とともに、
無気力状態になった時の対処法を紹介。

『サンゴは語る』
大久保奈弥／著
岩波書店
サンゴは動いていないように見えても、実
は動物の仲間。サンゴはどこに住んでいる
の？ どんな仲間がいるの？ 形もいろい
ろ。サンゴが死ぬ原因には、海遊びの時に使
う日焼け止めや、ホテルからの排水などがあ
る。私たちはサンゴを守るために、なにがで
きるのか？ サンゴにやさしい生き方と
は・・・。初心者から上級者向けのサンゴの
育て方が紹介されていて、サンゴについて、
とても詳しくなること間違いなし！わかり
やすくかわいいイラストもたっぷり。

『未来をつくるあなたへ』
中満泉／著
岩波書店
「世界は必ず変えられる」と、著者はいう。今
世界で起きている問題、特に、軍縮、平和、環境、
人権、格差、ジェンダーなどの問題について、考
えることができる 1 冊。
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