
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 4４号 伊集院中学校図書室 令和 3年 3月 弥生 March 

  

 
    大空に 夢をたくして 

 早いものでもう３月。今年度も終わりの月を迎えました。コロナ禍でスタ

ートした４月。行事の縮小や中止・延期など、制限のある環境の中でも、たく

さんのことに取り組めた１年だったように思います。自分では気付かないけ

れど、それぞれが気持ちも体も大きく成長しています。 

 ３年生はいよいよ公立高校入試、卒業式と、ラストの大きな出来事が控えて

いて、緊張感の多い時期となっていきます。自分の決めた進路に向かって羽ば

たく３年生の皆さんの前途が、輝かしいものであることをお祈りしています。 

 ご卒業おめでとう!! 

 

 

 

蔵書
ぞ う し ょ

点検
て ん け ん

実 施 中 ！ 
 蔵書点検とは、図書室の蔵書（図書）がきちんとそろって 

いるか、破損している図書がないかなど、図書室の現況を確 

認する作業です。 

 

 

 

１年生と２年生の皆さんへ！ 

今年度の貸出しは ３月１０日（水）で終了です！ 

→ 今年度借りた本は、必ずすべて返却してください。 

  引き出し、かばん棚、部室、自分の部屋を確認すること！ 

 

＊ そのため、図書室のすべての本を図書室に返していただく

必要があります！ 

 

図書の返却は３月１8日(木)までによろしくお願いします！ 

 

《３年生、３年間の多読者紹介！》(平成 30 年４月～令和 3 年２月 26 日) 

３年１組 榎園大樹 257 帖佐 優 156 前 陽向 124 上國料陽菜 186 

     坂上望心 183 重原仁菜 126 島村美月 106 白石美空 208  

     瀬戸山琳紅 363 野口美玲 1244 濱田美心 544 松浪心結 198  

     吉村亜希子 157 米倉りおな 148 

３年２組 高塚陽向 103 林田 空 99 阿多茉結華 162 安楽悠陽 99  

     石原彩奈 116 上ノ園琴乃 116 岡田愛萊 108 川畑奈那佳 134 

     早瀬 葵 145 安田このみ 210 

３年３組 上村世成 130 西 真德 106 伊地知咲蘭 120 今村紗瑛 335  

     今村玲央菜 201 内野聡里 406 追立彩陽 163 大江優香 100 

     菊永紅彩 381 坂口ひかり 326 佐保友梨 220 西山明里 120 

     福屋日向子 332 町田玲乃 385 本村遥香 327 山元陽葉 128 

     脇田夏芽 110 

３年４組 赤池昭平 196 上原隆輝 146 川内颯眞 105 惠 蓮登 227 

     吉永侑哉 111 大内田優奈 145 尾堂 陽 195 加治木芹奈 458 

     木場愛梨 100 重信遥奈 114 福永笑加 109 美坂 優 118 

     森山涼花 105 山内 蘭 99 

      

 

 

七十二候
しちじゅうにこう

の花鳥
かちょう

風月
ふうげつ

 

   ――日本の季節を表すことば 

草木萌動  

･･･そうもく もえ いずる 

３月１日～４日頃 第六候 

 

読んでみませんか 

□お札に描かれる偉人たち 

    渋沢栄一・津田梅子・北里柴三郎 
楠木誠一郎・著 

 令和六年、一万円札、五千円札、千円札の「顔」が

変わります。今度のお札に描かれるのは渋沢
しぶさわ

栄一
えいいち

・津田
つ だ

梅子
う め こ

・北里
きたざと

柴三郎
しばさぶろう

。それぞれどんな功績のあった人物

か知っていますか？今日の日本に大きな影響を与えた

彼らの生き方をたどる１冊。渋沢栄一は、今年の NHK

大河ドラマの主人公でもあり、話題の人ですね。 

・卒業する３年生へ贈る言葉・ 

 「努力したぶん、きっちり 

  結果が出るわけじゃない。   

  だけど、努力しなかったら、 

  まったく結果は出ない」 

 （「一瞬の風になれ 第二部」より） 

 陸上にかける新二と連の高校三年間の物語。スポーツ

でも勉強でも、何かに全力で立ち向かったことのある人

は主人公の思いに共感できるはず。未読の方は、高校生

になってから、ぜひ！ 

 ゆっくりと雨が大地を潤して準備が

整うと、柔らかくなった大地から草木が

芽を吹き出します。ずっと眠りについて

いた命が少しずつ目覚めて、世界が動き

始めます。平和でおだやかな季節。 

参考にしたのはこの本･･･！ 

□絵本ごよみ 二十四節気と七十二候・春 

    板東眞理子・監修 教育画劇 

 



 

 

本好き３年生に聞きました🎤 

１ あなたの３年間のイチオシ本は？ 

２ 本や図書室についてひとこと！     （掲載順不同） 

３年３組 I・S さん 

1  

① キノの旅シリーズ 
   時雨沢恵一・著 KADOKAWA 

  ② スマイル・ムーンの夜に 
宮下恵茉・著 ポプラ社 

  ③ ５分後シリーズ 
学研プラス 

 

 

２ 小学校にはなかったような本がた

くさんあって、楽しかったです。 

高校でもいろいろな本を読みたい

です！ 

 ３年１組 N・M さん 

1  

① かがみの孤城 
辻村 深月・著 ポプラ社 

  ② ビリギャル 
    （学年ビリのギャルが 1 年で偏差値を 

40 上げて慶應大学に現役合格した話） 

坪田 信貴・著 KADOKAWA 

  ③ ５分後シリーズ 
学研プラス 

 

２ 読書することによって漢字を学べ

たり、国語の読解力もつくし、静かな

空間だから落ち着く。 

 

3 年 1 組 H・M さん 

１ 

 ① さくら坂 
千葉朋代・著 小峰書店 

 ② いじめ 14 歳の Message 
林 慧樹・著 小学館 

 ③ ビリギャル 
    （学年ビリのギャルが 1 年で偏差値を 

40 上げて慶應大学に現役合格した話） 

坪田 信貴・著 KADOKAWA 

２ 本を読んでいると、嫌なこととか

全部忘れられて本の世界に引き込ま

れます！本はたくさんの感情を与え

てくれるすばらしいものです！図書

室には大好きな上原先生がいるの

で、たくさん図書室に行きたくなり

ます！ 

３年３組 K・K さん 

１ 

 ① カゲロウデイズ 
じん(自然の敵 P)・著 エンターブレイン 

 ② キノの旅 
時雨沢恵一・著 KADOKAWA 

 ③ スベらない同盟 
にかいどう青・著 講談社 

 

 

２ 私は、アニメやマンガの小説版を読

むためだけで図書室に来ていました

（笑）なので、本がきっかけで仲良く

なった人もいます!! 

普段図書室に行かない人でも気軽に

行ってほしいです！ 

  ＊3年間の貸出しベスト１０のみなさんに答えていただきました。 

   これからも身近に本のある人生を！！ 

 ３年 1 組 S・R さん 

１ 

 ① 夢幻の i 
知念 実希人・著 双葉社 

 ② ５分後に意外な結末 
学研プラス 

 ③ 君にさよならを言わない 
七月 隆文・著 宝島社文庫 

 

２ いつも楽しんで利用させてもらっ

てます！ 

 

３年４組 K・S さん 

1  

① 女の子だって野球はできる！ 
長谷川晶一・著 ポプラ社 

  ② 保健室経由、かねやま本館。 
松素めぐり・著 講談社 

  ③ 令和怪談 
   ありがとう・ぁみ・著 学研プラス 

 

２ めちゃめちゃ落ち着ける場所。 

  先生と話すの楽しかった。 

 

３年３組 M・H さん 

１ 

 ① コード・ブルー 
林 宏司・脚本、沢村 光彦・ノベライズ 扶桑社 

 ② 桜のような僕の恋人 
宇山 佳佑・著 集英社 

 ③ ケーキ王子の名推理 
七月 隆文・著 新潮社 

 

２ いろんなジャンルの本がたくさんあ

って、いろんな世界観を感じることが

できました。 

３年３組 U・S さん 

１ 

 ① チア男子！！  
朝井リョウ・著 集英社 

 ② ピンクとグレー 
加藤シゲアキ・著 角川書店 

 ③ 図書館戦争 
有川浩・著 角川書店 

 

２ ３年間ありがとうございました。 

  本を読んで、世界が広がりました。 

３年３組 M・R さん 

１ 

 ① ダレン・シャン 
Darren Shan・著 小学館 

 ② 三毛猫ホームズ 
赤川次郎・著 岩崎書店ほか 

 ③ 三姉妹探偵団 
赤川次郎・著 講談社ほか 

 

２ テスト前など気晴らしに本を読みに

立ち寄らせていただきありがとうござ

いました。 

３年３組 F・H さん 

１ 

 ① 秘密のスイーツ 
林真理子・著 ポプラ社 

 ② 復讐教室 
山崎烏・著 双葉社 

 ③ ふしぎ古書店 
にかいどう青・著 講談社 

 

２ 本を読むことで前向きな気持ちを持

つことができました。 

 

 

 


