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卒業！ 3年間多読者にアンケート ＆ 卒業生に贈る本！
３年生の皆さん、卒業おめでとうございます。
コロナ禍にあって、今まで意識しなかった様々な
ことを考えたのではないでしょうか。「ウィル
ス」っていったい何？と思った人は、是非『生物
と無生物のあいだ』（福岡伸一／著 講談社）を読
んで、「生命とは何か。生きているとは一体、ど
ういう状態なのだろうか。」と考えみてください。
本や体験を通して視野を広げ、自分の感性を磨
きながらこれからの日々を楽しんでください。

「私たちの 思い出の本」 展示中

桜…中学時代イチオシ(3年)
花びら…ビブリオバト紹介本(1・2年）
木…３C 鈴木心結さん／絵

大内先生のおすすめの本！
辻校長先生のおすすめの本！

『櫛挽道守』 木内 昇／著

『それでも、日本人は戦争を選んだ』
加藤 陽子／著 朝日出版社

義務教育を終えて、高校や大学等で
学んでいこうと考えている人に、是非読
んでほしい本です。
社会の一員として生きていくためには、
一人の人間としてどう生きるかと、社会
をどうしていくのかの2つを考え続けて
いってほしいと思います。これは、後者の
社会をどうしていくかを考えるきっかけ
にしてほしい本です。 もう一冊、一人
の人としてどう生きるかの参考にして
ほしい本は、以下の本です。

幕末を舞台にした時代小説。櫛職人の父に憧れ、
跡を継ぎたいと願う娘が主人公です。現代と異なり、
自分の生き方を自由に選べなかった時代、男女の在
り方も限定されていました。それでも自分の思いを
貫き、人生を歩んでいった主人公の姿に胸が打たれ
ます。また、人の思いはその言動の奥底に隠されて
いて、時が経ってようやく理解できるものなのだとい
うことも、しみじみ感じられました。描写が丁寧で、正
に「櫛を挽く」リズムのような文章もぜひ味わってほ
しいと思います。
（大内先生オススメ・紹介文）

『はずれ者が進化をつくる

『希望の一滴
～中村哲、アフガン最後の言葉』
中村 哲／著

西日本新聞社

「自分自身を信じて
みるだけでいい。
きっと明日が
見えてくる。」
― ゲーテの言葉 ―

（校長先生オススメ・紹介文）
＊松溪中図書館で借りられます

『犬がいた季節』 伊吹 有喜／著
双葉社

四日市市の進学校が舞台。「(保護された捨て
犬)コーシローの世話をする会」のメンバーたち
が、３年ごとに主人公となる連作短編集です。
昭和から平成へと続く時代を背景に、高校３年
生が、家族・進路・恋愛について葛藤しながら
進路を決め、卒業していく姿が瑞々しく描かれ
ています。そして令和元年の百周年で……。

集英社

『未来への地図』
星野 道夫／著
―新しい一歩を踏み出すあなたに―

旅立ちを迎える中
学生へのメッセージ。
アラスカ大自然の写
真も素敵な本です。

--生き物をめぐる個性の秘密』
稲垣 栄洋／著
筑摩書房
この本は、「雑草」を研究している著者が、
9時間の講義形式で書いた本です。「ナンバー1
になれるオンリー１のポジション〈ニッチ〉を見つ
ける生物たち」、「踏まれたら立ち上がるのでは
なく、横に伸び花を咲かせる雑草」などを例に
挙げ、わかりやすく解説されているので、生
き方について考えるきっかけにしてください。

『チーム』 堂場 瞬一／著 実業之日本社
朝読書で『ボックス』や『一瞬の風になれ』
を夢中で読んでいた生徒にお勧めのシリーズ。
箱根駅伝出場を逃した大学から選抜された
チーム《学連選抜》にスポットをあてた、箱根駅
伝小説です。「誰のために、何を背負って襷をつ
なぐなか」と自問しながら、チーム優勝を目指
し激走する個性豊かな選手たちの姿が眩しい。

おめでとう！

３年間の多読賞

（３年生）

松溪中図書館を利用してくれたことに感謝の気持ちをこめて、アンケートに答えてもらいました。
図書館・読書についてのコメント（①）と印象に残っている本（②）、その理由（③）を紹介します。
紹介された本んは、図書館に展示中です。多読賞の人には賞状を手渡しますので取りに来てください。

１位 T.M. くん

363 冊

① 図書室に来るよう呼びかけたことが、図書委員の思い出です。
②『華氏４５１度』レイ・ブラッドベリ／著
宇野 利泰／訳
早川書房
③ よく見ているテレビドラマでも、
この本の題名が登場したから。

2位

Y.R. くん

217 冊

① 図書室には物語から絵本、ノンフィクションなど、様々なジャンルをとりそろえている
ので、本をあまり読まない人も一度は来てみてください。
②『死神の精度』伊坂 幸太郎／著 文藝春秋
③ 死神が主人公という斬新な設定で、少し変わった主人公と死にゆく人間の関わり合いが
とても面白いから。

2位

T.Y.

さん

217 冊

① 好きなジャンルの本がたくさんあって、図書館が大好きでした。本をたくさん借りると
司書さんと話す話題も多くなり、その人に合った本を探してくれます！！
②『君の膵臓をたべたい』住野よる／著 双葉社
③ 何度読んでも感動する本だから。映画にもなっていますが、本は映画にはないその後の
エピソードがあり、映画より本の方が感動します。映画を見たことがある人は、ぜひ本も
読んでみてください。

４位 S.R. くん

163 冊

① こんなに読んでた、なんていうのは、結構意外でした。３年になってからあまり読めて
いなかったので、高校に入ってからはもっと読みたいです。
②『指輪物語』トールキン／著 評論社
③ 広大な世界とちみつな設定に裏付けられた物語です。日本のファンタジーのイメージの
基礎になっているとも言える本作ですが、とにかくこの作品の世界観が大好きです。

5位

H.K.

さん

155 冊

① 自分の視野を広げることができるので、ぜひ図書室に行ってみてください！
②『真田十勇士』小前 亮／著 小峰書店
③ 桃山時代から江戸時代までの流れを理解することができます。また、特徴的な人物が
多く、ずっと楽しむことができます。

6位

S.R.

さん

154 冊

① 挿絵がいいなどの理由でも、読んでみるとおもしろい本に出会えることがあります。
②『銀河英雄伝説』田中 芳樹／著 星野 之宣／イラスト 東京創元社
③ １０巻もあるのに、おもしろくて一気に読むことができたから。

７位 N.A. さん

108 冊

① 自分が選ばれるとは思っていませんでした。嬉しいです。
②『推し、燃ゆ』宇佐見 りん／著 河出書房新社
③ 最近読んだ本のなかで１番印象に残っています。推し炎上をきっかけに主人公のあかり
が精神的に追い込まれていくという題材がとてもリアルで、ページをめくる手が止まりま
せんでした。

８位 T.S. くん

105 冊

① 本は自分が読みたいときに読みましょう。楽しいと思うときに読めば不思議と
本への興味がわいてきます。
②『キケン』有川 浩／著 新潮社
③ 題名からは想像できないような内容と学生ならではの面白さがつまっています。

９位 H.M.

さん

102 冊

① 読書をすると、いろんな世界を知ることができるから想像力が豊かになります。
②『檸檬 (乙女の本棚) 』梶井 基次郎／著 げみ／イラスト 立東舎
③ げみさんの絵と梶井さんの話のマッチ度が高くて、ずっとながめていられるから。

１０位 K.W.

さん

90 冊

① 読書をすることで感受性が豊かになったり、新しいことを知ることができたりする
と思う。多くのジャンルの本を読むことも大切だと思うので、これからも多くの本に
親しんでいきたい。
②『あん』ドリアン助川／著 ポプラ社
③ どらやき屋にバイトに来たおばあさんは訳ありだとされてきたが、その人は元ハンセン病
患者だった。ハンセン病の歴史や人々の心など、社会の問題にも訴えかける物語であり、
その中でも、人々の絆を感じられるシーンがあって、印象的だったから。
朝読書以外の貸出ベスト本

2020年度 貸出ベスト(朝読書)

『君の膵臓をたべたい』
『青くて痛くて脆い』
住野 よる／著

『君を愛したひとりの僕へ』
乙野 四方字／著

人気があった朝読書（配本なし)の本は？
＊ノンフィクション
『ぼくはイエローでホワ
イトで、ちょっとブルー』

『サマーウォーズ』
細田 守／著

『キノの旅』

ブレイディ みかこ／著

時雨沢 恵一／著

『きみの存在を
意識する』
梨屋 アリエ／著

『ある晴れた
夏の朝』
小手鞠 るい／著

年間貸出冊数
2020年度 貸出ベスト(全学年)
1位

2C

O.S.

くん

222冊

2位

2B

K.T.

さん

198冊

3位

1B

T.K.

くん

138冊

4位

2C

I.A.

さん

106冊

5位

2C T.Y.

さん

97冊

6位

2C

O.R.

さん

96冊

7位

3B

Y.R.

くん

92冊

8位

2C

K.Y.

さん

83冊

9位

2A

M.R.

さん

82冊

10位 1B

O.Y.

さん

79冊

１年生

２，１１２人

２年生

２，９９６人

３年生

９８７人

（2021年3月17日まで）

１
年
２
年
３
年

チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール 評論社
アレックス・シアラー 竹書房

夜間中学へようこそ

山本 悦子

No.６

あさの あつこ

講談社

吉野 万理子

講談社

リリース

草野 たき

ポプラ社

ボックス 上

百田 直樹

太田出版

獣の奏者 １

上橋 菜穂子

講談社

王への手紙 上

トンケ・ドラフト

岩波書店

２０２０年度貸出冊数別
人数分布図

(人)

岩崎書店

＊春休み貸出は一人３冊まで
返却期限は４月１０日（金）です
100 １０代からの 哲学図鑑
／原著

三省堂

330 １０代からの マネー図鑑
361 １０代からの 社会学図鑑

ｸﾘｽﾄファーｿｯﾌﾟ他

213 図解でスッと頭に入る

昭文社 出版 編集部

江戸時代

昭文社

213 発掘写真で訪ねる 中野区・杉並区古地図散歩

中村 建治

291 江戸東京まち歩きブック

東京観光財団／編 東京観光財団

335 図解

齋藤 孝

フォレスト出版

小杉 眞紀、 山田 幸彦

ぺりかん社

渋沢栄一と「論語と算盤」

366 ゲーム業界で働く
367 持続可能な地球のた
367 めに

１．安心してくらしたい

茂木 ちあき

２．学校に行きたい

茂木 ちあき

367 ―いま、世界の子ども ３．健康で生きたい

本木 洋子

367 たちは

本木 洋子

4．温暖化をくいとめよう

404 科学と科学者のはなし―寺田寅彦エッセイ集

寺田 寅彦

岩波書店

479 桜の科学

勝木 俊雄

SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

482 上野

佐々木 シュウジ

エクスナレッジ

三恵社

521 たてものが語る日本の歴史

海野 聡

760 世界のミュージック図鑑

リチャード・マレット

ポプラ社

Live ABC／編著

ジェイ・リサー
チ出版

837

アンデルセン童話 BEST10

837

イソップ物語

やさしい英語で読む

837

グリム童話

BEST20
BEST15

今最も注目を浴びている業界。その
先端技術や、ｅスポーツなどについても
触れながら、ゲーム業界の細分化され
た職種や、「なるには」が書かれた本
各地での学校作りや、
難民への学習支援・移動
図書館等、すべての子ど
もに教育の機会を保障す
るための取り組みを紹介

新日本出版社

久保田 裕道

絶滅動物園

江戸のしくみを豊富な図版で解説

ﾌｫﾄﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ ～明治・大正・昭和の街角～歴史を辿る

386 日本の祭り解剖図鑑

837

図やイラスト、用語解
説も豊富に、分かりやす
く解説。様々な学問の基
礎を網羅した本格的な
内容のシリーズ本です。

マーカス ウィークス

140 １０代からの 心理学図鑑

日本の「サクラ」は10種？
うどす
新しい事実、知られざる由来
とは。―桜の歴史から科学的
分析までが詰まった雑学集

大絶滅期の原因のほとんどは人間!

吉川弘文館 社会と建物の関わりに光を当てた本
世界中の音楽やその流れを解説
声に出して読みながら
英語力アップ！２00～３
00語でまとまっていて各
話の後に訳もあります。
オールカラーイラスト！

世界のおとぎ話 BEST20

洋書 JAPANESE CHIILDREN’S FAVORITE STORIES 全2巻 Florence Sakade ﾁｬｰﾙｽﾞｲｰ・ﾀﾄﾙ
洋書 THE OLIGINAL PETER RABBIT BOOKS 全23巻

Beatrix Potter

911 行為の意味―青春前期のきみたちに

宮澤 章二

Warne
ごま書房新社

＊リ 伊吹 有喜

913 犬がいた季節

双葉社

913 王の祭り

小川 英子

ゴブリン書房

913 鐘を鳴らす子供たち

古内 一絵

小峰書店

933 サラスの旅

シヴォーン ダウド ゴブリン書房

949 おいで、アラスカ！

アンナ ウォルツ

フレーベル館

949 グラフィック版

アンネ・フランク

あすなろ書房

アンネの日記

B913 櫛挽道守

木内 昇

B913 I (アイ)

西

B913 赤道

古内 一絵

小学館

沢木 耕太郎

新潮社

カズオ・イシグロ

早川書房

星降る夜

B916 旅する力

深夜特急ノート

B933 わたしを離さないで
『行為の意味―青春前期のきみたちに』
宮澤 章二／著
東日本大震災の時に、「思いやり」の
広告で引用された表題作をはじめ、
著者が中学生への思いを書き続けた
詩集です。自然や生物への感情を詠ん
だ美しい叙情詩とは感じが違います
が、まっすぐに思いが伝わってきます。
最後まで読むと、年末に口ずさむ「あ
の歌」の歌詞を作った人かとビックリ。

『 サラスの旅』
挫折や

集英社

加奈子

ポプラ社

シヴォーン・ダウド／著
尾高 薫／訳

ロンドンの児童養護施設で育った14
歳のホリーは、自分の居場所がわから
ずイラついた毎日を過ごしています。
ある日、里親の家でウィッグを見つけ、
付けてみるとゴージャスな女性になっ
た気が・・・。彼女は母親との再会を夢見
て家出をします。自分を勇気づけなが
らのアイルランドへの旅は、スリルと出
会いの連続で、引き込まれていきます。

ピーターラビットとその仲間たちの
どうどす
の絵本を、英語で読んでみませんか？
（日本語の絵本もあります）
女王の皮手袋を作るため父と共に城
どうどす
に向かったウィルは王女暗殺計画に巻き
込まれます。16世紀の日本とヨーロッパ
を舞台にした時空を超えたファンタジー。

戦後を象徴する大ヒットドラマが舞台。
苦しい時代を生き抜く人々の姿がステキ。
介助犬アラスカを巡っての、12歳の少
どうどす
女と13歳の少年が主人公の物語。ともに
不安を抱える二人の新学期の出来事！

幕末の木曽山中を舞台の感動小説！
終戦前のインドネシアの事件を題材に、
自殺未遂の青年と、霊になった祖父と、
霊能力がある女子高生との不思議な旅。
クローンとして生まれたキャシーと
どうどす
トミー。「若く健康なまま臓器提供し、死
んでいく」運命を受け入れていくのか？

『グラフィック版

アンネの日記』

アンネ・フランク／著 アリ・フォルマン／編集
デイビット・ポロンスキー／絵 深町真理子／訳

アンネ・フランク財団監修のもと、
150ページのグラフィック版で刊行。
ナチスに自由を奪われ、2年間もの
間、隠れ家で暮らさなければなら
なかったアンネたちの境遇や心情、
部屋の様子や、当時の習慣など、
絵で見ることで理解が深まります。

