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ゴールデンウィーク１０連休は、楽しく過ごせましたか? 

もうすぐ中間考査ですね。勉強はしていますか？ 

勉強方法がわからない人は、ぜひ図書室に来て、自分なりの勉強方法を探してみてください。           

（担当：３－B 男子） 

 

令和元年度前期図書委員を紹介します 
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私と読書 校長先生 

         『兎の眼』 灰谷健次郎 Ｂ９１３は 

 

 

 

 

 

 

 

 

     大学を出たばかりの新任教師・小谷芙美先生が受けもったのは、 

     学校では一言も口をきこうとしない一年生・鉄三。決して心を 

開かない鉄三に打ちのめされる小谷先生だったが、鉄三の祖父・バクじいさんや 

同僚の「教員ヤクザ」足立先生、そして学校の子どもたちとのふれ合いの中で、 

鉄三の中に隠された可能性の豊かさに気づいて行く・・・。 

 私が教師になった昭和 58年は、校内暴力全盛時代でした。生徒とぶつかり合う毎日

に教師を辞めたいと思ったこともありました。そんな時に先輩の先生に紹介 

されたのがこの本でした。この本を読み終えたとき、教師としてやらなければ 

ならないことに気づかされました。それ以来、教師を辞めず今日に至っています。 

とても感動する本ですので、読んでみてください。  

（担当：３－Ｂ女子） 
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図書委員オススメの本 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《新着本から・・・》 

 

 

 

 

 

 

 

『フーガはユーガ』  伊坂幸太郎 ９１３い 

虐待 いじめ 残酷な事件。 

理不尽で悲惨な日常を 2 人で生きてきた双子の兄弟、

優我と風我。 

そんな 2 人には誕生日にだけ特別な力が宿る。その力

を利用して 2 人はいろいろな事件に立ち向かっていく。

辛い境遇助け合って乗り越えてきた 2 人の絆はとても強

い。物語の最後は予想外の展開に･･･。 

２０１９年本屋大賞１０位！！ 

（担当：３－Ａ女子） 

 

『スマホを落としただけなのに』  

志駕 晃 Ｂ９１３し 

冨田誠がスマホをタクシーで落とたことが始まりだっ

た。拾い主は巧妙な手口を使って富田のスマホをハッキン

グし、身近なＳＮＳから攻撃を仕掛けてくる・・・。 

この本は現代社会のＳＮＳの怖さを描いている。ＳＮＳ

はとても便利だが、一歩間違えると自分の命に関わる事件

にも発展しかねない。だからこそこれを自分の身に置き換

えてＳＮＳの怖さを知って欲しい。オススメポイントは意

外な人物が犯人だというところだ。（担当：３－Ａ男子） 

ﾃｰﾏ：ミステリー 

「こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話」 
 原案:渡辺一史、脚本:橋本裕志 B913わ 

 

筋ジストロフィー患者の鹿野靖明、34歳。 

一人では寝返りも打てないけれど、自由に生

きたい! 自ら集めたボランティアに支えられて

の自宅暮らしは、命がけのわがまま放題で…。

鹿野さんの強い個性とﾎﾞﾗﾝﾃｨｱが振り回される

交流の中で、福祉のイメージが払拭される。 

障がいがあるなしに関わらない、 

「自立」について、｢個人対個人」の 

関係についてを考えさせられる。 

この映画のノベライズ版は読みや 

すいので、まずはここから読んでみ 

て欲しい。実話です。 

「部長会議はじまります」 
 吉野万理子 913よ 

  

詠章学園中学校で毎週行う 

“部長会議”。部長たちは胸 

を張って頑張るけれど、下級 

生に反発されたり、片想いに

苦しんだり、悩みはいっぱいで…。 

「文化部編」と「運動部編」の 2 部構

成になっている。それぞれの部長の個性

が活きていて、「この部ならこんな人いそ

う！」と思うかも。部長はもちろん、 

部員も、そして帰宅部のあなたも 

読んでみてください!! 



＊新着図書＊ 
ＮＤＣ 書名 著者名 

  913 す   麦本三歩の好きなもの 住野 よる 

  913 か 4-5･6 本好きの下剋上 ４－５・６ 香月 美夜 

  913 い 2 魔眼の匣の殺人 今村 昌弘 

  913 は 16 都会（まち）のトム＆ソーヤ はやみね かおる 

  913 お   ひと 小野寺 史宜 

  361 か   友だち幻想 菅野 仁 

  913 み   愛なき世界 三浦 しをん 

  913 さ   駒音高く 佐川 光晴 

  913 ぬ   風に恋う 額賀 澪 

  913 つ   傲慢と善良 辻村 深月 

B 933 く   ミス・マープルと１３の謎 アガサ・クリスティ 

B 913 つ   旅のラゴス 筒井 康隆 

B 913 わ   こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話 渡辺 一史 

B 913 て   ムーンナイト・ダイバー 天童 荒太 

B 913 き   空飛ぶ馬 北村 薫 

B 913 こ 5 スティグマータ 近藤 史恵 

  913 よ   ラブリィ！ 吉田 桃子 

  913 た 2 南総里見八犬伝 滝沢 馬琴 

  913 た   ５分後に恋の結末 橘 つばさ 

  908 ご   ５分後に意外な結末ｅｘ 桃戸 ハル 

  908 ご   ５分後に意外な結末ｅｘ 桃戸 ハル 

  913 な   ダンデライオン 中田 永一 

  913 い   天使のにもつ いとう みく 

  913 な 2-1 新章神様のカルテ 夏川 草介 

  933 は   夏への扉 ロバート・Ａ．ハインライン 

  913 ふ   ベルリンは晴れているか 深緑 野分 

  913 か   銀河鉄道の父 門井 慶喜 

  933 さ 4 アーサー王の世界 斉藤 洋 

  913 い   羊の告解 いとう みく 

  913 よ   部長会議はじまります 吉野 万理子 

  913 う   土曜はカフェ・チボリで 内山 純 

  933 や   たんぽぽ娘 ロバート・Ｆ．ヤング 

  913 た   まよなかの青空 谷 瑞恵 

M 726 す   ５億年後に意外な結末 菅原 そうた 

  913 か   そして旅にいる 加藤 千恵 

  913 う   ５４字の物語 氏田 雄介 

  933 じ 2 迷路の外には何がある？ スペンサー・ジョンソン 

  961 ら   夢見る人 パム・ムニョス・ライアン 

  956 く   いのちは贈りもの フランシーヌ・クリストフ 

｢屍人荘の殺人｣

第 2 弾!! 

将棋の世界に生

きる 7人の物語 

｢チーズはどこへ

消えた？｣の続編 



 


