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☆第３日曜日は
第３日曜日はファミリー読書
ファミリー読書
ファミリー読書☆
今月は５月
５月 1７日です
日です
1 年生の皆さん、
年生の皆さん、中学校
学校生活にはもう慣れましたか？
にはもう慣れましたか？
楽しい校外学習＆
校外学習＆ゴールデンウィーク
ゴールデンウィークが終わりました。
ゴールデンウィーク 終わりました。部活動や委員会活
部活動や委員会活
動も本格的に始まり
も本格的に始まり、中体連まで残り１ヵ月
中体連まで残り１ヵ月です
中体連まで残り１ヵ月です。３年生の皆さん
３年生の皆さんにとって
にとって
最後の中体連、悔いが残らないよう
最後の中体連、悔いが残らないよう日々の
日々の練習頑張ってください！」
練習頑張ってください！」
図書館には、皆さんの勉強や部活を応援する本
図書館には、皆さんの勉強や部活を応援する本、雑誌もたくさん置いてい
もたくさん置いてい
ます。ぜひ足を運んでください
ます。ぜひ足を運んでください。

＊４月の貸出状況
＊４月の貸出状況（４月１５日～３０日）＊

＊＊＊お知らせ
＊＊＊お知らせ＊＊＊
＊＊＊

４ 月 の 貸 出 冊 数（太字は学年多読クラス）
（太字は学年多読クラス）
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合計：３０７２冊
合計：
冊

平均：６．３
６．３冊
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＊５月の休館日
５月の休館日

１２７

○放課後休館
１０日（日）日曜参観のため（午前中のみ開館）

４６５

不読者：１２１人
不読者

１５日（金）避難訓練のため
１５日（金 避難訓練のため
１９日（
日（火）校内研修のため
研修のため
２１日（木）司書研修会のため

全学年で貸出が一番多かった学級は、３年２組さん
３
組さんでし
た。３学年は全クラス貸出冊数が多いです。２学年の皆さ
た。
全クラス貸出冊数が多いです。２学年の皆さ
んは全体的に少なく、朝の読書は何を読んでいたのか気に
なるところです。１学年はオリエンテーション日時の関係
もあり、他学年より少し遅めの貸出スタートになりました
が、意欲的に読書活動に取り組んでいます。
残念なことに本を借りていない生徒
残念なことに本を借りていない生徒（不
（不読者）は２学年
学年
８９人、
８９ ３学年３０
学年３０人もいます！特に
人もいます！特に２学年が大きく目立
が大きく目立
っていて気になります。
っていて気になります。週１回は図書館へ足を運ぶように
週１回は図書館へ足を運ぶように
してください。
読書をすると集中力が身につき、勉強や部活にも役立ちま
す。朝一日の始まりには、
す。朝一日の始まりには、ぜひ
ぜひ本を読んでくださいね。
本を読んでくださいね。
☆１階階段横の掲示板
☆
の掲示板に、４
に、４月の多読者ベスト２０位を掲載
ベスト２０位を掲載
しています。ぜひ見てください。
して
ぜひ見てください。

２７日（
日（水）職員会議
職員会議のため
○終日休館
１１日（月）日曜授業参観振替休日のため
※臨時休館の際は、掲示板にてお知らせします。

＊閲覧室のパソコン利用について
閲覧室のパソコン利用について
図書館では自主学習用に生徒
図書館では
学習用に生徒が利用できる
が利用できるパソコン
パソコン
7 台を準備しています。家庭学習や調べ学習、委員会
活動での利用など学習で利用する際に貸出ししてい
ます。
利用したい生徒は先生に声をかけてください。
利用したい生徒は先生に声をかけてください。なお、
ゲームやメールなど遊び目的での利用はできません。

＊おすすめの本
おすすめの本
おすすめの本＊ 戦後の沖縄を知る

＊必読・推薦図書について
必読・推薦図書について

図書館では期間ごとにテーマを決めて、
図書館
期間ごとにテーマを決めて、おすすめの本を

図書館の左側に、各教科の推薦図書を置いていま
の左側に、各教科の推薦図書を置いていま

特集しています。
特集してい す。おすすめの本は図書館
おすすめの本は図書館に
に入ってすぐ
入ってすぐ目の

す。 名作から中学生に人気の本まで、先生
名作から中学生に人気の本まで、先生方がぜひ
がぜひ

前の本棚に置いてあります。
前の本棚に置いてあります。

読んでほしいと思っている、良い作品ばかりです。
必読・推薦図書には、背表紙に目印のシールをはっ

終戦後 30 年近く沖縄県はアメリカの統治下にあり、
1972 年 5 月 15 日に県民の願いであった本土復帰が実
県民の願いであった本土復帰が実
現しました。そこで 5 月は本土復帰や戦後の沖縄、基地
月は本土復帰や戦後の沖縄、基地
問題について学べる本を紹介しています
問題について学べる本を紹介しています。
いて学べる本を紹介しています
『ジュニア版
ジュニア版 琉球・沖縄史』
琉球・沖縄史
『語り伝える沖縄
語り伝える沖縄 美ら島と米軍基地
美ら島と米軍基地』
『新 歩く・みる・考える沖縄』
歩く・みる・考える沖縄
『シマが基地になった日
シマが基地になった日』ほか
シマが基地になった日

教 と書いている本は、
○

ています。水色のシールで
必読・推薦図書です。

配架場所などが
場所などがわからなければ、
わからなければ、先生に声をかけてく
ださい。

＊浦添市立中学校図書館・推薦図書
＊浦添市立中学校図書館・推薦図書
浦添市立中学校図書館・推薦図書＊
今月は浦添市が選定した
は浦添市が選定した 中学生にぜひ読んでほしい「推薦図書」を紹介します。
は浦添市が選定した、中学生にぜひ読んでほしい「推薦図書」を紹介します。
『羅生門・鼻
『羅生門・鼻』

『西の魔女が死んだ
西の魔女が死んだ』
西の魔女が死んだ

芥川 龍之介
龍之介／著

新潮社

９１３ ア

梨木 香歩／著

小学館

９１３ ナ

京の都が、天災や飢饉でさびれすさんでいた頃の話。荒

中学に入学してまもなく、学校へ足が向かなくなった少

れ果てた羅生門に運び込まれた死人の髪の毛をぬきとる老

女まいは初夏に西の魔女・おばあちゃんのもとで魔女の手

婆を目撃した男が生き延びる道を見つける『羅生門』
。

ほどきを受ける。

『博士の愛した数式
『博士の愛した数式』

『アルジャーノンに花束を
アルジャーノンに花束を』
アルジャーノンに花束を』

小川 洋子
洋子／著

新潮社

９１３ オ

主人公が家政婦として派遣されたのは記憶障害のある数

ダニエル・キイス／著
ダニエル・キイス

早川書房 ９１３ キ

脳外科手術により 33 歳になっても幼児の知能しかな

学博士の家。主人公とその息子、博士 3 人の美しい数学の かったチャーリィは天才になるが…。科学にもてあそばれ
世界と絆で結ばれた交流を温かく描く。

た青年の心情を手記形式で描いた感動の書。

『火垂るの墓
『火垂るの墓』

『逆境を生き抜く力
逆境を生き抜く力』
逆境を生き抜く力

野坂 昭如
昭如／著

ポプラ社

９１３ ノ

我喜屋 優／著
／著

WAVE 出版

K０９７
０９７ カ

幼い妹の手を取って戦火のために焼け野原と化した神戸

人の「根っこ」を強くすることで逆境は乗り越えられ

の街をさまよう少年。唯一の肉親である妹をなんとか守り

る！小さいことに全力で取り組めば大きな成果となる！

生き抜こうとする彼の前で、妹の命の火が消えようとする。 甲子園優勝監督による人の生き方を教えてくれる
甲子園優勝監督による人の生き方を教えてくれる 1 冊。

『太陽の王子』
新里 恒彦／著

『沈黙の春』
国土社

Ｋ０９２ シ

レイチェル・カーソン／著

新潮社 ５１９ カ

１３世紀に琉球の中部地方を治めていた「太陽の王

今では広く知れ渡った環境問題。まだ環境問題が知られ

子」英祖王。
子」英祖王。浦添を代表する偉人の一人の生涯を追い
浦添を代表する偉人の一人の生涯を追い

る前の１９６０年代アメリカで、一人の科学者が農薬など

ます。

による環境汚染の危険性を訴えた
による環境汚染の危険性を訴えたドキュメンタリー。
ドキュメンタリー。

『きみの友だち
『きみの友だち』
『嵐の大地
嵐の大地 パタゴニア』
パタゴニア 『星の王子さま
星の王子さま』
『モモ
モモ』ほか
推薦図書は皆さんの考え方や生き方に大きな影響を与えてくれるものばかりで
す。ぜひ手に取って読んでみてください。
棚になかったら、予約もできます。先生か係の人に声をかけてください
もできます。先生か係の人に声をかけてください
。先生か係の人に声をかけてください。

この浦西中学校図書館では、残念なことに昨年度一年間だけで
この浦西中学校図書館では、残念なことに昨年度一年間だけで２０冊以上の
冊以上の本がなくなっています。
本がなくなっています。
また昨年度購入したばかりの本もなくなっています。
昨年度購入したばかりの本もなくなっています。
今年度は不明図書ゼロを目指していますので、借りた本は自分でしっかり責任を持って返す、無断で本を持ち出
ししないよう、全員で協力しましょう。

|||| 不明図書

||||

『図説・男子キャラ
図説・男子キャラ』
』 『ヤギ飼いになる
ヤギ飼いになる』 『優しい歌』
＜＜図書館の本はみんなのものです＞＞
『部活で大活躍できる！！勝つ！バスケットボール
部活で大活躍できる！！勝つ！バスケットボール
部活で大活躍できる！！勝つ！バスケットボール』
□無断で持ち出しをしない。
『ひとりで巻けるテーピング・マスターＢＯＯＫ
ひとりで巻けるテーピング・マスターＢＯＯＫ
ひとりで巻けるテーピング・マスターＢＯＯＫ』
』
『闇の本
闇の本』
『ラブ・ケミストリー
ラブ・ケミストリー』
□落書きをしたり、汚したりせず、大切にあつかうこと。
『魔天使マテリアル１４
魔天使マテリアル１４ 翡の輪舞曲
翡の輪舞曲』 『おかえり、はやぶさ
おかえり、はやぶさ』
』
□借りた本はきちんと責任を持って返すこと。
『ドラゴンラージャ８
ドラゴンラージャ８ 報復』 『ドラゴンラージャ１１
ドラゴンラージャ１１ 真実』
』
『クレプスリー伝説１ 殺人者の誕生』『９９のなみだ（光）
９９のなみだ（光）
』
お家や教室、部室など…
お家や教室、部室など…見つけた人は、先生に教えてく
見つけた人は、先生に教えてく
『絶叫学級〔３〕くずれゆく友情編』
絶叫学級〔３〕くずれゆく友情編』『ヒックとドラゴン２』
『ヒックとドラゴン３』 『アリス・イン・ワンダーランド
『アリス・イン・ワンダーランド』
ださい！
ださい
『動物と話せる少女リリアーネ７ さすらいのオオカミ』
みんなが笑顔で図書館を利用できるよう、
『熱帯くだもの図鑑
熱帯くだもの図鑑』
』 『本当にこわい！うわさの怪談
本当にこわい！うわさの怪談』
本当にこわい！うわさの怪談
協力し合っていきましょう☆
『黒魔女さんが通る！！Ｐａｒｔ２
黒魔女さんが通る！！Ｐａｒｔ２』
黒魔女さんが通る！！Ｐａｒｔ２
『野球部あるある』
『黒魔女さんが通る！！Ｐａｒｔ３』
『こんなにかわいい！熱帯魚の飼い方・育て方
こんなにかわいい！熱帯魚の飼い方・育て方
こんなにかわいい！熱帯魚の飼い方・育て方』
・・・その他多数

