
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            おすすめ本  

「僕は金になる」  桂 望実 作  祥伝社 

         僕が小学六年生の春、両親が離婚した。 

        家を出たギャンブル好きの父ちゃんは、将棋の天才

の姉ちゃんに賭け将棋をやらせて暮らしている。 

父ちゃんが「ご立派」と呼ぶ母ちゃんの元に残され

た「普通」の僕は、非常識で破天荒で、将棋以外何

にもできないくせに、楽しそうに生きる二人を軽蔑

しながらも、どこか羨ましい・・・。 

        読む人の心を激しくゆさぶる、おかしな家族の四十

年。 

 

 

 

図 書 だ よ り     ６月号 
                             ２０１９年 6 月 7 日 北部中学校図書室 

５月の多読者 

１－１ 

園田 悠陽さん・・・ ６冊 

 野村 永遠さん・・・ ９冊 

 宮崎 恭佳さん・・・ ５冊 

１－２ 

 井上 一輝さん・・・１６冊 

 佐々木苺夢さん・・・ ６冊 

 嶋津 裕心さん・・・ ７冊 

 武内 愛花さん・・・ ６冊 

 立花 尚輝さん・・・ ５冊 

 村上  倫さん・・・ ６冊 

１－３ 

 井上 英莉さん・・・ ９冊 

 河津穂乃佳さん・・・ ９冊 

 溝口 夏樹さん・・・１１冊 

２－１ 

 安達 栞菜さん・・・１０冊 

 添田 七海さん・・・２０冊 

２－２ 

穴井 友唯さん・・・ ９冊 

石田 風駈さん・・・ ９冊 

 齊藤 優菜さん・・・１９冊 

２－３ 

 安部 悠月さん・・・ ８冊 

 甲斐 貴子さん・・・ ８冊 

 河津 彩希さん・・・ ５冊 

 後藤 颯樹さん・・・２２冊 

 園田 瑠南さん・・・ ７冊 

 樋口 虎磨さん・・・１５冊 

３－１ 

 黒木 千晴さん・・・１８冊 

 攖木 天音さん・・・１４冊 

３－２ 

 佐藤  鈴さん・・・１３冊 

 矢羽田美空さん・・・ ８冊 

 

 

 

 

ガンバリました！！ 

今年も天候に恵まれ、感動の北部祭がおわりました。 

 １年生は上級生と一致団結することで、本当の意味で北

部中学校の生徒になりましたね。 

この、伝統を受継いで来年も皆を感動させてください！ 

さて、体育祭の練習等で閑散としていた図書室でした

が、６月のあじさい読書月間中に学芸部よる「クラスマッ

チ」が開催されます。 

 図書室の方も色々企画していますので、どしどし参加 

して下さい。 

５月の読書状況 

貸出数・・・３９０冊 

貸出日・・・１７日 

あじさい読書 

期  間・・・６月１１日（火）～ ６月２４日（月） 

貸出冊数・・・２冊 

 

＜クラスマッチ開催日＞ 

３年生・・・6/11(火）・12(水）・13(木） 

１年生・・・6/14(金）・17(月）・18(火）OR 19(水）  

２年生・・・6/20(木)・21(金)・24(月) 

※ 期間中10冊以上本を借りた人にしおりをプレゼントします。 

※ 冒頭書名当てクイズもあります。参加して下さい！！ 

  

 

 



      新しい本はいりました！ 

書    名 作  者 出 版 社 そ の 他 

ソードアートオンライン ２１ 川原 礫 KADOKAWA 人気本 

世界は恋に落ちている 香坂 茉里 KADOKAWA  

カゲロウデイズ ノベルアンソロジー①・② じん 監修 KADOKAWA リクエスト 

キミと、いつか。本当の‘‘笑顔’’ 宮下 恵茉 集英社 人気本 

キミと、いつか。夢見る‘‘クリスマス’’ 宮下 恵茉 集英社 人気本 

キミと、いつか。ボーイズ編 ぼくたちの‘‘本音’’ 宮下 恵茉 集英社 人気本 

都会のトム＆ソーヤ⑯ スパイシティ はやみね かおる 講談社  

さよなら鹿ハウス 丸尾 丸一郎 ポプラ社  

メゾン刻の湯 小野 美由紀 ポプラ社  

LV999 の村人 ⑧ 星月 子猫 KADOKAWA 人気本 

僕は金になる 桂 望実 祥伝社  

キズナキス 梨屋 アリエ 静山社  

最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士６ あてきち アルファポリス 人気本 

図書館司書と不死の猫 リン・トラス 東京創元社  

ぼくにだけ見えるジェシカ アンドリュー・ノリス 徳間書店  

方丈記 鴨 長明 光文社  

はたらく魔王さま １６～２０ 和ヶ原 聡司 KADOKAWA 人気本 

名探偵コナン 紅の修学旅行 水稀 しま 小学館 リクエスト 

名探偵コナン 紺青の拳 水稀 しま 小学館 ルクエスト 

現代語で読む 生まれ出づる悩み 有島 武郎 理論社  

5 分後に笑えるどんでん返し エブリスタ 編 河出書房新社 人気本 

5 分後に意外な結末 ex 他 3 冊 桃戸 ハル 学研プラス 人気本 

そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ 文藝春秋 本屋大賞受賞 

傑作はまだ 瀬尾 まいこ ソニー・M  

萬葉集物語 森岡 美子 冨山房インターナシ  

デート DV予防学 伊田 広行 かもがわ出版  

10 代からの社会学図鑑 クリス・ユール 他 三省堂  

くらべる日本 東西南北 おかべ たかし 東京書籍 人気本 

くらべる東西 おかべ たかし 東京書籍 人気本 

アメリカ女子 日本女子のリアル みゃびー KADOKAWA  

読書する人だけがたどり着ける場所 齋藤 孝 SBクリエイディブ  

末っ子ってこんな性格。 五百田 達成 ディスカヴァー・ 人気本 

中間子ってこんな性格。‘ 五百田 達成 ディスカヴァー・ 人気本 

ねこねこ日本史 ７ そにし けんじ 実業之日本社 人気本 

信長もビックリ！科学でツッコむ日本の歴史 平林 純 集英社  

数学と恋に落ちて 方程式を極める篇 他 ダニカ・マッケラー 岩崎書店  

恋するいきもの図鑑 今泉 忠明 監修 カンゼン  

                                         全 79冊 


