
 

 

 

 

    3年生のみなさん、卒業おめでとうございます。この 3年間で心に残る本との出会いはありましたか。読書は、悩んでいる時や 

    迷った時に前に進む力を与えてくれます。4月から新生活がスタートしますが、いつも読みかけの本がある毎日を送ってくださいね。 

 

    本日より 1，2年生対象の特別貸出を行います。借りたままになっている本がある人は、すべて返却しましょう。 

※ 3年生の貸出は、今月は行いません。返却のみとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

分類 書名 著者 出版社 

210 長州ファイブ 三宅紹宣 学研プラス 

210 10 代に語る平成史 後藤謙次 岩波書店 

210 はじめての明治史 山口輝臣 筑摩書房 

210 江戸三百藩大名列伝 小学館 小学館 

289 ある若き死刑囚の生涯 加賀乙彦 筑摩書房 

289 カルピスをつくった男 三島海雲 山川徹 小学館 

316 国際化の時代に生きるための Q＆A 全 5 巻 マイケル・ローゼン他 創元社 

334 聞いてみました！日本にくらす外国人 全 5 巻 佐藤郡衛 ポプラ社 

334 未来の年表 ２ 河合雅司 講談社 

350 世界国勢図会 2018/19 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会 

369 こんな夜更けにバナナかよ 渡辺一史 北海道新聞社 

375 
やる気を出したい人成績を上げたい人のための中学の勉
強のトリセツ 

梁川由香 学研プラス 

383 ラーメンの誕生 岡田哲 筑摩書房 

386 日本のしきたりがまるごとわかる本 完全保存版 新谷尚紀 晋游舎 

407 13 歳からの研究倫理 大橋淳司 化学同人 

431 地球４６億年気候大変動 横山祐典 講談社 

431 世界で一番美しい科学反応図鑑 セオドア・グレイ 創元社 

450 みんなが知りたい！「地球のしくみ」と「環境問題」 北原義昭 メイツ出版 

488 ライチョウを絶滅から救え 国松俊英 小峰書店 

492 疲れない体になるには筋膜をほぐしなさい 竹井仁 誠文堂新光社 

493 敏感過ぎる自分に困っています 長沼睦雄 宝島社 

図書だより  ３月 
狛江第四中学校 図書室 

平成 31年 3月 4日 

 

貸出の多かった本 
 

「5分後に意外な結末」シリーズ 

「面白くて眠れなくなる元素」 

「ぼくらの卒業旅行」 

「アレの名前大百科」 

「下町ロケット」 

学年・クラス別貸出冊数 

 
 A組 B組 C組 計 

1年 448 394 325 1167 

2年 340 454 308 1102 

3年 45 141 118 304 

総計 2573冊 

平成 30.4.1～31.2.28 

長州ファイブ 

江戸時代後期にイギリスへ密航留学を

果たし、日本の近代化・工業化に大きく

貢献した若き 5人のサムライ。のちに「長

州ファイブ」と呼ばれた彼らの活躍をまん

がで描く。長州ファイブの時代がよくわか

る資料も掲載。 

 

 

 

 

 

未来の年表 ２ 

東京や大阪の繁華街に出現する幽霊屋

敷、続出する灯油難民―。人口減少日

本で起きることを家庭、職場、地域社会と

いったトピックに分け、図表を交えて解説。

今からできる対策も提示する。 

 

 

 

 

 

クジラのおなかからプラスチック 

このままでは 2050年に海の魚の重量を

上回るともいわれているプラスチックごみ。

その実態は? 人体への影響は? 日本

はどう動いているのか? 海洋プラスチック

ごみ問題の最前線を伝える。 

 

 

ラーメンの誕生 

中国伝来の製麵技術を吸収・同化した

うえで、日本料理ならではの伝統が盛り

込まれている日本のラーメン。インスタン

トラーメンの発明を経て、世界中に広ま

った。膨大な史料を踏まえて、ラーメン通

史の歴史ドラマを描く。 

 

 

 

沢山借りた人 
 

1位 ２B  K さん  134冊 

2位 １C  N さん  120冊 

3位 １A  N さん   92冊 

       2C  M さん   92冊 

４位 ２B  T さん   88冊 

５位 ３B  A さん   83冊 

 

https://3.bp.blogspot.com/-cvbnnEbsvvE/U5l58TQmj_I/AAAAAAAAhVg/igOLGbjFPJc/s800/hinamatsuri_tsurushibina.png
https://2.bp.blogspot.com/-N6qzsMm5m6Y/UZRV-KjNSrI/AAAAAAAASsw/2T5L4W2VLLU/s800/sotsugyo_blazer.png
https://3.bp.blogspot.com/-gOrWIL6xhzc/VN3s3JlMbwI/AAAAAAAArh0/MShdFJd3zgU/s800/hinamatsuri_arare.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

519 クジラのおなかからプラスチック 保坂直紀 旬報社 

538 火星で生きる ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ・ﾍﾟﾄﾗﾈｯｸ 朝日出版社 

590 しばわんこと楽しく学ぼう和のせいかつ 川浦良枝 白泉社 

726 ラブレター おーなり由子 大和書房 

756 もっと知りたい刀剣 内藤直子 東京美術 

756 日本刀の科学 井上達雄 日刊工業新聞社 

783 クイズでスポーツがうまくなる 知ってる？テニス 竹内映二 ベースボール・マガジン社 

783 クイズでスポーツがうまくなる 知ってる？バレーボール  熊田康則 ベースボール・マガジン社 

783 クイズでスポーツがうまくなる 知ってる？ラグビー 仲西拓 ベースボール・マガジン社 

837 中学英語で読むディズニーコレクション１ 美女と野獣 石原真弓 KADOKAWA 

837 中学英語で読むディズニーコレクション２ アナと雪の女王 石原真弓 KADOKAWA 

908 5 分後に意外な結末 ex チョコレート色のビターエンド 桃戸ハル 学研プラス 

908 五分後に意外な結末 ex バラ色の、トゲのある人生 桃戸ハル 学研プラス 

911 しびれる短歌 東直子 筑摩書房 

913 大人は泣かないと思っていた 寺地はるな 集英社 

913 恋愛寫眞 市川拓司 小学館 

913 つむじ風食堂の夜 吉田篤弘 筑摩書房 

913 それからはスープのことばかり考えて暮らした 吉田篤弘 中央公論新社 

913 ねがいごと 田丸雅智 静山社 

913 ブロードキャスト 湊かなえ KADOKAWA 

913 ショートショートドロップス 新井素子 キノブックス 

913 友情だねって感動してよ 小嶋陽太郎 新潮社 

913 トリガー いとうみく ポプラ社 

913 ベルリンは晴れているか 深緑野分 筑摩書房 

913 この川のむこうに君がいる 濱野京子 理論社 

913 ぼくは本を読んでいる。 ひこ・田中 講談社 

913 むこう岸 安田夏菜 講談社 

913 わたしを決めつけないで 小林深雪 講談社 

913 宝島 HERO's ISLAND 真藤順丈 講談社 

913 わたし、定時で帰ります。 朱野帰子 新潮社 

933 エヴリディ ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ･ﾚｳﾞｨｻﾝ 小峰書店 

933 ジ―ヴズの事件簿 才智縦横の巻 P.G.ウッドハウス 文藝春秋 

933 ヒイラギ荘の小さな恋  世界ショートセレクション１０ ディケンズ 理論社 

943 雑種  世界ショートセレクション９ カフカ 理論社 

949 ピッピ船にのる リンドグレーン 岩波書店 

期間   3/4（月）～ 3/25（月） 

冊数   ひとり 10冊 まで 

返却   4/12（金）まで 

エヴリディ 

 

毎朝、違う人物のからだの中で目

覚める。共通点は、からだを借りる

相手はかならず 16 才で、1 日だけ

ということ。他人の人生を変えるわけ

にはいかないと思ってた。きみに会う

までは…。究極のラブストーリー。 

 

 

 

 

友情だねって感動してよ 

 

優等生で日和見主義の「僕」とガール

フレンドの吉川、そして人形の<はるち

ゃん>と会話するクラスメイト・湯浅の

奇妙で切ない友情関係を描いた表題

作をはじめ、全 6篇を収録。 

大人は泣かないと思っていた 

 

隣の老婆が庭のゆずを盗む現場を押

さえろと父から命じられた翼。ところが、

捕らえた犯人もその目的も、まったく予

想外で…。表題作をはじめ、人生が

愛おしくなる、魔法のような物語全 7

編を収録。 

 

 

 

 

ラブレター 

 

あのね わたしの恋人はへんてこで だれも

いいといわないんだけど みんなはいいとこ

ろをしらないだけ すき-。コトバにすると胸

が痛くなるのはどうしてかな。誰かを好きに

なったとき、コトバのかわりに贈りたい絵と

詩の本。 

 

 

 

 

ベルリンは晴れているか 

 

1945年 7月、4 カ国統治下のベルリ

ン。米国の兵員食堂で働くドイツ人少

女アウグステは、恩人の男の不審な死

を知り、彼の甥に訃報を伝えるため旅

立つ。しかし、なぜか陽気な泥棒を道

連れにする羽目になり…。歴史ミステ

リ。 
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