
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 42 号 伊集院中学校図書室 令和 3年 1月 睦月 January 
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 強い寒気の影響で、寒さが厳しかった年末年始。皆さんはどのようなお正月を

迎えましたか。昨年からのコロナウイルスの影響で、初詣
はつもうで

や初売りなどのお出掛

けは自粛されたかも知れません。それでも新年を迎えると、これまでとは違った

改まった気持ちになります。タイトルの句にもあるように、新春のめでたい気分

が満ち溢れている元日の空が「初空」。いつも見慣れた空でも、 

見る者の新鮮な気持ちのためか、より美しく感じられます。 

 今年一年が皆さんにとって笑顔が多く、元気ですばらしいもの 

でありますよう、お祈りしています！ 

 

 

新年企画！「本の初読み福袋」 

新春恒例、本の福袋。図書室では新着本を詰めてお届けします。 

  いつもはあまり読まないジャンルの本をこの機会に！ 

＊ 福袋スタート ･･･１月１9日（火）昼休み時間 

＊ 福袋の中身は？･･･テーマごとに「新しい本」が入っています！ 

＊ 数量限定   ･･･２０２1年にちなみ、限定２1 個！ 

↓↓テーマはこんなのです(^^) 

  「わくわくする本」「泣ける本」「恋しちゃう本」「スポーツする本」 

  「おいしい本」「こわ～い本」「青春したくなる本」･･･など (予定) 

一つの福袋に２冊ずつ入っています。今年の本の運試し！ 

     この通信の裏の新着図書紹介に紹介された 

本が入っている可能性があります。 

参考にしてくださいね。 

 

  成人の日   １月の第２月曜日 

 二十歳を迎えて、大人の仲間入りをする青年たちを各地域でお祝い 

します。今年は全国的に成人式が開催されなかったり、リモートで行 

うなど様々な措置が行われた成人の日となりました。 

なお日置市は１月３日に開催されました。 

大人になること       （画家・いわさきちひろさんの言葉を抜粋してご紹介） 

「大人というものはどんなに苦労が多くても、 

自分のほうから人を愛していける人間になることなんだと思います」 

 

 

 

 

―雪の名前―  

 先日の朝、起きるといつもの景色が雪で一

変していました。なんとなくわくわくした皆

さんも多いのでは。雪にも状態によっていろ

んな呼び名があります。 

細 雪 ささめゆき 

 消えそうなほど細やかな雪。 

粉 雪 こなゆき 

 粉のようにさらさらした雪。 

牡丹雪 ぼたんゆき 

 ボタンの花のように大きな雪片
せっぺん

となって降る雪。 

風 花 かざはな 

 風に舞う花のようにちらちら降る雪。または、山

に積もった雪が風で飛ばされて舞う現象 

ざらめ雪 
 解けたり凍ったりを繰り返してできた粗い雪。 

 

今年もやります、 

ネコの写真募集！(=^・^=) 

２月２２日は「ニャンニャンニャン」の語呂合わ

せから「ネコの日」。 

そこで図書室ではおたのしみ企画としてネコの

写真を募集します。おうちで飼っているネコ、親

戚のおうちのネコ、近所で見かけるネコ…。おす

すめのネコの１枚をお待ちしています！ 

集まった写真は、図書室で掲示します。 

募集期間： １月２０日(水)～２月 9 日(火) 

内  容： ネコが写っている写真で、      

プリントしたもの 1 枚。 

            写真の裏にクラスと氏名を書いて

ください。 

サイズ ： ハガキ大くらいまで 

※写真は掲示が終了しましたら 

お返しします。 

  

 

 

 

□きみの家にも牛がいる 小森香折・著 

 今年は丑
うし

年
どし

。牛のこと、あなたはどれくら

い知っていますか。牛は人が食べるために

屠畜
と ち く

される。でも、食べるだけじゃない。意

外なものまで牛を材料に作られ、私たちの生

活を支えている。どのように屠畜・解体され、 

       どんなものに加工されるか 

を紹介した絵本。 

      

＊読んでみませんか＊ 

 

Q１ 

 １頭の乳牛から１日に搾
しぼ

れる

牛乳の量は？ 

Q２ 

牛の胃はいくつある？ 
クイズの答・１・平均３０㍑ ２・４つ（多くの草を食べてしっかり消化するため） 

 

※
図
書
室
を
利
用
す
る
時
は
マ
ス
ク
着
用
で
！ 

 

 

おみくじで運試し！ 

 神社に参拝
さんぱい

した後、おみくじを

引いたことのある人も多いと思い

ます。 

 おみくじは大体
だいたい

１００円を納
おさ

め、木の箱に入

った小さく折り畳んだ紙や、木の棒を引き、運

を占います。運勢の順番は「大吉・吉・中吉・

小吉・末吉・凶
きょう

」と言われます。 

 おみくじはこれからどのように過ごしたら

いいかが書かれています。家に持ち帰って読み

返すのが作法なのだそうです。 

（「神社・お寺のふしぎ 100」偕成社、 

「日本の伝統行事」講談社・参考） 



 

 

新着図書特集 !! 

 

 

＊１月１９日（火）より 

 貸出しスタート！ 
 （一部福袋に入っての貸出し） 

□ベランダの秘密基地  木村色吹・著 

 夏休みの終わり頃、突如世界中で動物が言

葉を話す現象が起きはじめ、高１のカケルが

飼っている猫もしゃべりだす。国はしゃべる

動物の回収を決定。危険を感じたカケルは、

２匹の猫を家族から隠すため、ベランダに秘

密基地を作ることを決める。 

 

□ミステリー案内人さんの 

コワイハナシ ジゴウジトク 

クロネコの部屋・著 

YouTube でコワくて不気味な伝説を紹介

しているミステリー案内人さんが選りすぐ

りのホラーな短編小説を集めました。 

 

 

□５分後に不思議の国のラスト 

□５分後に美味しいラスト  
エブリスタ・編 

忘れられない思い出がつまった『食べ物』、

あなたにもありますか？ 

 

□５分で読書 きのう、失恋した 

□  〃    キミは絶対に騙される 

□  〃  恐怖は SNS から始まった 

□  〃   思いもよらない 

奇妙な出来事 

 

 

□５分後に恋の魔法が解けるまで 

           一番星見つけた 

□    〃     二度目の初恋 

□レイワ怪談 十六夜の章 

ありがとぅ・あみ・著 

□鬼滅の刃の折れない心をつくる言葉  藤寺郁光・著 

 鬼滅の刃のキャラクターたちのように、自分の感情を動か

し、自分を信じることができれば、誰かを守れるくらい強く

なれるはずだ。原作ファンだけではなく、自分の生き方に悩

むすべての人に役立つ１冊。 

 

□絶望鬼ごっこ９、１０ 針とら・著 

□戦国姫―江の物語―  藤咲あゆな・著 

 戦乱の世で相次いで両親を失った江は、姉の

茶々、初とともに豊臣秀吉に保護されるが、政略の

駒として三度もの結婚をすることに。江戸幕府第

二代将軍・秀忠の御台所、第三代将軍・家光の生母

となった江の人生！ 

 

□キミと、いつか。 永遠の約束 

□私を月に連れてって   鈴木るりか・著 

 現役女子高生作家が紡ぐ、鮮やかな人間賛歌。 

「さよなら、田中さん」、「太陽はひとりぼっち」

の続編で、これまで登場した様々な人々の生き様

が詰まった 3 編です。昨年のテーマが「太陽」で、

今作品は「月」。ハッとさせられ、笑って笑って

じーんと涙する。そんな一冊です。 

 

□見た目レンタルショップ 化けの皮 

 石川宏千花・著 

 狐を使役する一族の末裔である主人公と狐た

ちが営むレンタルショップが舞台の、〈見た目〉を

めぐる物語。見た目を変えた客と、本来の客の姿

をした店員。彼らは、なにを体験して、なにを感

じ、なにを得るのか…。 

 

□恋話ミラクル１ダース にかいどう青・著 

□ばかみたいって言われてもいいよ３ 

 笑われたり、変だと思われても、ばかみたい

って言われたっていい。「自分をだして生きてい

こう！」というエールがこもった青春ラブスト

ーリーです。         吉田桃子・著 
 
□ルパン三世 VS 名探偵コナン 

□名探偵コナン  紺碧の棺 

□  〃     戦慄の楽譜 

□  〃     異次元の狙撃手 

□  〃     銀翼の奇術師 

□  〃     水平線上の陰謀 

 

□糸 映画ノベライズ版         時海結以・著 

 平成元年に生まれた高橋漣と園田葵。北海道育ちのふたりは、

ある花火大会の会場で偶然出逢う。とにかく感動したいあなた

へ。奇跡の、運命の、感涙必至の、素敵な物語です。 

□映画１０万分の１           時海結以・著 

 莉乃と蓮。ふたりで過ごす時間が何よりも大切なものだったの

に、「10 万分の 1」の確率でしか起こらない、ある運命がふりか

かる――。重いテーマにもかかわらず中高生から絶大な支持をえ

ている作品が、ついに映画化されます。 

 

 

□小説 STAND BY ME ドラえもん 1、２ 

□小説 弱虫ペダル４    渡辺航・著 

 過酷な合宿で 1000 キロを完走した坂道。思い

がけずインターハイのメンバーに選ばれたが、経

験不足、力不足ゆえ、プレッシャーにあえぐ。 

□ジュニア空想科学読本２１      柳田理科雄・著 

□ぼくらの秘密結社            宗田理・著 

□恐怖コレクター 巻ノ十五      佐東みどり・著 

□ジョゼと虎と魚たち         百瀬しのぶ・著 

□青鬼 調査クラブ３           noprops・著 

□初恋は知っている 砂原編 KZ３３   藤本ひとみ・著 

 

□炎炎
えんえん

の消防隊
しょうぼうたい

１、２    緑川聖司・著 

□ケーキ王子の名推理
スペシャリテ

４、５ 七月隆文・著 

□浅田家
あ さ だ け

！         中野量太・著 

 二宮和也主演! 「家族」を撮り続けた写真家と、

彼を支え続けた「家族」の笑いと涙あふれる感動

実話。 

 

□高校入試面接のオキテ５５ 安田弘幸・著 

 面接の合否を判断するのは、面接官である高校

の先生です。その先生たちに何を話せば自分をア

ピールできるのかを５５のルールにまとめまし

た！ 

 

 
 

□キノの旅ⅩⅩⅢ23    時雨沢恵一・著 

□ラストで君は「まさか！」と言う 秋の物語 

□   〃         見えない秘密 

□虹色図書館のひなとゆん 櫻井とりお・著 

友達がいない小学 4 年生のひなと、世界を旅し

てきたゆん。ずっと友達でいられると思った二人

だったけれど…。 

 

□はたらく細胞 学べるクイズ     講談社・編 

□柴ばあと豆柴田１、２     ヤマモトヨウコ・著  

国内最大級の被害をもたらした東日本大震災までもうすぐ

10 年。悲しみを背負いながら、ゆっくり確実に日々を生きる

人々を、豆柴犬の目線から、暖かく切なく描きます。 
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