
祝 卒業！ 3年間多読者にアンケート ＆ 卒業生に贈る本！

2022年３月

杉並区立松溪中学校

学校司書 新木

最後のイベント、文化発表会展示の部も無事実施され、その発
表や展示から溢れ出る才能が伝わってきました。図書館では、読
書郵便や皆さんのオススメの本紹介文を掲示したり、3年間多読生
徒が印象に残った本を展示したりしています。春休み貸し出しも
始まっています。少しずつ春めいてきたこの季節、ゆっくりと読
書を楽しみ、そして感性を磨いてください。

「私たちの おすすめの本」 展示中

1位 1A S.K. さん 273冊

2位 3A O.S  さん 240冊

3位 2B K.M. さん 163冊

4位 2B O.Y. さん 140冊

5位 3A K.T. さん 103冊

6位 3C K.Y. さん 87冊

7位 2A H.N. さん 75冊

7位 2C T.K. さん 75冊

7位 2A N.S. さん 75冊

10位 1B T.K. さん 73冊

2021年度 貸出ベスト(全学年)

年間貸出冊数

１年生 ２，686人

２年生 ２，132人

３年生 1，873人

(人)

2021年度 貸出ベスト(朝読書)

人気があった課題図書の本は？

＊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』
ブレイディ みかこ／著

『一瞬の風に
なれ』ｼﾘｰｽﾞ
佐藤 多佳子／著

朝読書以外の貸出ベスト本

『GOSICKゴシック』ｼﾘｰｽﾞ
桜庭 一樹／著

『恋とポテトと…』ｼﾘｰｽﾞﾞ
神戸 遥真／著

『推し、燃ゆ』宇佐美 りん／著

『かがみの孤城』
辻村 深月／著

『そして、バトンは渡された』
瀬尾 まいこ／著

＊書評座談会
『天使のにもつ』
いとう みく／著

（2022年3月16日まで）

２０２1年度貸出冊数別
人数分布図

チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール 評論社

風の陰陽師 三田村 信行 ポプラ社

夜間中学へようこそ 山本 悦子 岩崎書店

リバウンド Ｅウォルターズ 福音館書店

No.６ あさの あつこ 講談社

リリース 草野 たき ポプラ社

ボックス 上・下 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
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図書館からのお知らせ

・貸出本の延滞者は速やかに返し
ましょう。(再登校となります)

・１５日(火)から、春休み貸出が始
まっています。朝読書を除き、
一人３冊借りることができます。
返却期限 ４月１３日(水)です。

桜…中学時代イチオシ(3年)・お気に入りの本（2年）
花びら…新1年生におすすめの本(1年） 木…３年図書委員／絵



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 O.S.さん 721 冊
① 読書は自分が読みたいものを読めばいい。

②『同志少女よ 敵を撃て』逢坂 冬馬／著

早川書房

③ この本は第二次世界大戦中のソ連の女性兵士について

書かれています。興味がある人はぜひ読んで下さい。

2位 K.T. さん 484 冊
① 本を読むことで、様々な言葉の表現を学んだり、皆が知らないような漢字を知ったり

することができて、とっても楽しいです！国語のテストの点数も上がりますよ？（笑）

②『八咫烏シリーズ』阿部 智里／著 文藝春秋

③ 八咫烏という、阿部さんならではの世界観に魅せられるシリーズ。特に番外編が

オススメ‼全部泣けます‼

３位 O.R. さん 251 冊
① 読書をすることで、自分になかった新たな考え方を見つけ、好きなものが広がると思います。

ひまだな～と思ったら、図書館に行ってみてください。その1冊で人生が変わるかも⁉

②『正義の教室 善く生きるための哲学入門』飲茶／著

③ 全く興味の無かった哲学を面白いと思ったから。司書さんにオススメしてもらった。

1位 O.S. さん 721冊

2位 K.T. さん 484冊

3位 O.R. さん 251冊

4位 I.A. さん 238冊

5位 K.Y. さん 229冊

6位 T.Y. さん 220冊

7位 A.N. さん 218冊

8位 M.R. さん 183冊

9位 I.Y. さん 137冊

10位 T.R. さん 129冊

11位 S.Y. さん 128冊

12位 S.S. さん 125冊

12位 S.M. さん 125冊

14位 Y.M. さん 121冊

15位 H.O. さん 118冊

16位 S.M. さん 117冊

16位 U.Y. さん 117冊

18位 H.H. さん 112冊

19位 K.K. さん 104冊

20位 A.S. さん 103冊

3年生は、本が好きな生徒が多く、友だちと来館し、本を勧め合ってい
る姿が印象的でした。上記3年間で100冊以上借りた生徒を表彰しました。



７位 A.N. さん 218 冊
① 普段あまり読まないジャンルの本を読んでみると、新しい発見があると思います。

ぜひたくさんの本を読んでみてください。

②『蜘蛛の糸・杜子春』芥川 龍之介／著 新潮社

③ 文豪の作品で「難しそう…。」と思う人もいるかもしれませんが、短編集で読みやすく、

とても面白い本です！

９位 I.Y. さん 137冊
① 好きな作家さんやジャンルをみつけると読書がよりおもしろくなります。昔の人が

書いた本や海外の人が書いた本など難しそうに見えるけれども、読んでみると案外と

おもしろかったり共感できたりするので、挑戦してみてください。

②『河童 』芥川 龍之介／著

③ 初めて読んだ文豪の本だったので印象に残っている。芥川が最後に残した作品

なので彼の命日は河童忌と呼ばれています。

１０位 T.K. さん 129 冊
① 本を読むことで、いろいろな世界に出会うことができます。ぜひ図書館に

足を運んで、たくさんの本を手に取ってみてください！

②『シーラという子』トリイ・L・ヘイデン／著 早川書房

③ 心に深い傷を負った主人公が、周囲の人々の支えによって変わっていく姿に感動します。

８位 M.R. さん 183 冊
① 読書をすることによって、たくさんの知識が身に付くから楽しい！たまにわからない

漢字とか言葉が出てくるけど、その読みかたとか意味を知ることができたら、日常で使

えるし、漢字に強くなるから大切だと思う！多分！

②『パンツ・プロジェクト』キャット・クラーク／著 あすなろ書房

③ ジェンダーフリーな社会になってきているけれど、そのことに対して理解できていない人

は沢山いると思って、ジェンダーについて、もっと理解する人が増えればいいなと思ったか

ら。また、自信をつけてもらえる本だと思ったから。

４位 I.A. さん 238 冊
① 読書は好きな時に別の世界に入れる、特別な魔法です。集中している人（本の世界）に入って

いる人の邪魔にならないよう、図書館ではうるさくしないでほしい。あと、よみもの以外にも

絵が多い本や知識が増える本、まんがもあるので、気軽に来てみてほしい。

②『捨てられる食べものたち』井出 留美／著 旬報社

③ 絵が多くわかりやすい。物語ではない、今の世界に大切なことだと思ったから。私は大人になった

ら、飢餓などで困っている人を助ける人になりたいため、この本をビブリオバトルに選びました。

6位 T.Y. さん 220 冊
① 図書館には様々なジャンルの本がとりそろえてあるので、きっとあなたにぴったりな

一冊があるはずです！ぜひ図書館に来てみてください。

②『キノの旅-the Beautiful World-』時雨沢 恵一／著 KADOKAWA

③友達に薦められて初めて読んだ時、衝撃を受けました。独特な世界観と、キノと

エルメスの愉快な会話が魅力的な作品です。

5位 K.Y. さん 229 冊
①松溪中学校の図書館は、とても本がたくさんあり、司書さんや図書委員さんがとても素敵です。

本なんて面白くない‼と思う人も、この3年間で図書館に何度も行けば絶対に本にハマリますよ！

②『グリーン・グリーン』あさの あつこ／著 徳間書店

③ 大自然の中で育まれる絆や友情に感動します！



『世界の台所探険』
岡根谷 実美／著

『やさしい猫』 中島 京子／著

ダンス部仲間４人で平和な高校生活を過ご
すななみですが、実は児童養護施設で暮らし
ています。「馬鹿にされるな」という祖母に影
響され、医学部を目指し受験勉強とアルバイト
に励む日々。他者のことはわかるものではな
いけれど、「寮の子」として多感な時期を過ご
す少女の感情の起伏や心許無さがヒシヒシと
伝わる作品です。自らが選んだ進路とは。

『空より高く』 重松 清／著

廃校が決まっている東玉川高校
最後の生徒たちの、いつも「最後
の…」。が付く学校生活。そんなあ
る日、一期生だったという熱血講師
がやってきます。「レッツ・ビギン！」
が合言葉、懐かしい感じの青春小説。

『ななみの海』 朝比奈 あすか／著

「核兵器は、絶対にあってはいけない
ものだ」ということを初めて国際社会が宣言
した核兵器禁止条約が、2021年に発効されまし
た。けれども、核を保有する9カ国や唯一の被爆
国である日本は批准(ひじゅん)していません。
この本は核兵器のおそろしさ、つくられた経緯、
廃絶の道筋などをイラストでわかりやすく解説、
条約文も英語併記で全文記載されています。
世界が戦争や核兵器に脅かされている今こそ
読んで、自分で調べ考えてほしい一冊です。

きみが 手をのばせば
しあわせに とどきますように

きみのゆめが いつか
ほんとうに なりますように

まわりの 人びとと
たすけあって いけますように

『はじまりの日』

ボブ・デュラン／著より―

『核兵器禁止条約ってなん
だろう』 川崎 哲／監修

クックパッド社員として働きながら、休暇
を利用して世界各地を訪ねてきた著者。旅

の相棒、４０Lバックパックには、言葉がなくても
仲良くなれる折り紙が入っています。現地では
お世話になる家に滞在。日常を共にし、台所で
料理を教わり食事を楽しむことで世界が垣間
見られます。この本には、台所で出会った、お
いしい笑顔と人々のストーリーが詰め込まれて
います。勿論、レシピも載っていてお腹も満足。

シングルマザーの保育士ミユキさんは、震
災ボランティアで知り合った８歳年下のスリラ
ンカ人・クマさんと時間をかけて愛を育み再婚
することに。しかしクマさんが不法残留、入管
法違反で収容されてしまいます。入管行政と
いう重いテーマの本ですが、ミユキさんの娘、
高校生のマヤの視点で「きみ」に語りかける、
知ってほしいことが満載の話題作です。

159 ヨシダナギ PHP研究所

B289 湯川 秀樹 角川学芸出版

290

290

319 川崎哲／監修 旬報社

336 苅野 進 フォレスト出版

383 教育画劇

404 清 邦彦／編集 新潮社

410 佐藤 雅彦　他 岩波書店

456 岡田 誠 ポプラ社

498 夏 緑 童心社

521 萩原 さちこ 誠文堂新光社

538 ｲﾝﾌｫﾋﾞｼﾞｭｱﾙ研究所 太田出版

596 岡根谷 実美 新星出版社

913 朝比奈 あすか 双葉社

913 小手鞠 るい あすなろ書房

913 富安 陽子 偕成社 

913 中島 京子 中央公論新社

913 西 加奈子 新潮社 若者の貧困・虐待・過重労働を扱った友情話

913 みずの まい ポプラ社 お悩み相談型の成長物語！（横書き）

973 ﾀﾞｳﾞｨﾃﾞ・ﾓﾛｼﾞﾉｯﾄ 岩崎書店

B913 伊坂幸太郎 新潮社

B913 重松 清 中央公論新社

B933 ロビン スローン 東京創元社

しれっと逃げ出すための本。 (YA心の友だちシリーズ)

旅人 ある物理学者の回想

地球の歩き方 世界遺産 絶景でめぐる自然遺産 完全版

地球の歩き方　世界の祝祭

絵で見てわかる　核兵器条約ってなんだろう！

１０歳でもわかる問題解決の授業

郷土料理のおいしいレシピ　東日本編・西日本編

女子中学生の小さな大発見

解きたくなる数学

チバニアン誕生: 方位磁針のN極が南をさす時代へ

日本の城語辞典　

子どものための　感染症予防ＢＯＯＫ

ペナンブラ氏の24時間書店

放課後オンライン

ミシシッピ冒険記〈ぼくらが3ドルで大金持ちになったわけ〉

ゴールデンスランバー

空より高く

ななみの海 

文豪中学生日記

博物館の少女

やさしい猫

夜が明ける

１４歳からの　宇宙活動計画

世界の台所探険

学研プラス
地球の歩き方

編集室／編集

どうどす

ど子犬ルミーの10か月の成長を

＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ

＊リ

＊リ＊リ

＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ

「逃げることは、ここではないどこかへ
向かうという行動であり、自分の置かれ
た状況を変えるという意思だから」（文中）

わかりづらい数学の文章。
現実の世界に数学がデザイン
されるとひと目で問題の意味
が分かり、解きたくなる。そん
な問題の数々を楽しんでみて。
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＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ

＊リ

3ドル拾って通販でピストルを注文した
けれども壊れた懐中時計が届き・・・。4人の
子どもたちが語るスリル満点の冒険物語。

＊リ＊リ

＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ

＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ

上野の博物館で怪異の研究をしている
老人の手伝いをすることになったイルカ。
文明開化時代が舞台のミステリアス物語。

＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ

「城にまつわる言葉をイラスト
と豆知識でいざ！読み解く」辞典。
「えいえいおう」の掛け声、大将が
前進激励の「鋭」軍勢一同が「応」
をなど、様々な雑学が楽しめる。

＊リ＊リ

＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ

ど子犬ルミーの10か月の成長を

どうどす
書くことが好きな中学少女が、異性に

なりきって日記を綴ることに。サイトに詩
も投稿し賞賛されていた矢先、炎上し・・・。

テーマに沿って世界各国の事物が紹介さ
れた図鑑形式の本。行って見て体感した情
報や豆知識が得られます。豊富な写真も。

どうどす

どうどす
「自分で問題を設定する」「適切に試行

錯誤する」「知っていることを組み合わ
せて新しい自分の考えをつくってみる」

日本初の地質年代「チバニアン」の誕
生に至るノンフィクション。地質学の魅力
や、著者の子ども時代などもわかる本。

奇妙な書店に再就職したクレイ。店主に
「決して本の中を見てはならない」と言わ
れますが・・・。本に纏わる冒険ファンタジー。


