
   うさぎ通信 ─図書館だより─     平成  29年  3月  7日    

                                                玄海小・中学校図書館 白石 

          

 早いもので、今年度もあと少しです。この１年、図書館では、読書貯金や読書会、読書週間

の取り組み(ビブリオバトルなど)やボランティアさんによるお話し会など、様々なイベントを

行ってきました。7・8年生の皆さんは、読書貯金を来年度もぜひ続けてください。参加して

いなかった人もぜひチャレンジしてみてください。新しいことや苦手なことにチャレンジする

のは、勇気がいります。けれど、「できる」と信じてがんばったとき、自信がつきます。自信

は生きる力になります。 

 9年生は、卒業ですね。たくさんの思い出をかかえて巣立つあなたたちに、心からエールを

おくります。 

 春は、旅立ちの季節。別れは寂しいけれど、新しい出会いの季節でもあります。いろいろな

人やことやものや、そして本に出会ってください。 

 

《 お願いとお知らせ 》 
 
１.…本が迷子になっています… 
 うさぎ通信の号外でお知らせしたように、行方不明本があります。その中から１３冊が返ってきま

したが、まだ８冊の本が見つかっていません。借りている本以外でも教室や部室や家などで、学校

の本を見つけたときはお知らせください。「玄海小・中学校図書館」のバーコードが目印です。 

 

読書貯金 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

   ☆★☆ お知らせ ☆★☆  ☆★☆  ☆★☆  ☆★☆  ☆★☆ 

 図書館 

 ・１年間のまとめ  

≪昨年度までとの比較≫  

  調べる学習コンクールでは、市コンクールにて、市長賞、３年続けてのふるさと宗像賞

を受賞し、今年度も全国大会に３作品が推薦
すいせん

され、優良賞と佳作を受賞しました。 

読書活動では、今年度生徒数１２３名、(平成27年度117名、平成２６年度１２７名、平

成2５年度１５１名、平成2４年度188名)ここ3年は急激な変化はありませんが、残念な

ことに貸出冊数は減少しています。本好きな8・9年生の貸出も大幅に減りました。けれ

ど、7年生でまめに借りに来る生徒が結構います。たくさん借りるより、じっくり読む生

徒が増えたようです。読書は、学力の向上に役立ちますので、来年度も読書活動により力

を入れていきたいと考えています。 

  また、国語の先生に呼びかけていただき、全学年、読書貯金に取り組みましたが、続け

ることが難しかったようです。読書会は、8名(７年１名、８年３名、９年４名)の参加により

充実したものとなりました。ビブリオバトルにもチャレンジしました。図書館の使い方は、

利用マナーを守れていない人がいます。マナーを守り、思いやりを持って利用しましょう。 

 今年度貸出冊数（3/7現在）1,903冊   昨年度（3/31）2,283冊  一昨年度（3/31）2,427冊 

平成 25年度（3/31）2,829冊   平成 24年度（3/31）2,968冊 

 

≪たくさん借りた人≫ ９年 江川駿吾くん 138冊 ８年 本田歩さん 120冊 

９年 本田輝くん 105冊 ８年 佐藤璃玖くん 77冊 ８年 宗岡愛彩さん 58冊 

７年 濵野愛美さん 49冊 ７年 三舩亜希也くん 47冊 ７年 権田倖さん 45冊 

７年 和田明香里さん 39冊 ７年 納冨百合香さん 33冊 ８年 白石翔梧くん 32冊 

７年 北川空さん 32冊 ７年 権田光虹さん  31冊 

      ※ 借りた数は少ないけれど、開館日には必ず来て本を読んでいる人もいます。     

  ≪クラスの貸出冊数≫   

7の１  ６３５冊     ８の１  ４８８冊     ９の１  ２１８冊     ９の２  ２０６冊    

  ≪たくさん読まれた本≫ 『ちいさなちいさな王様』、『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』、

『雪には雪のなりたい白さがある』、『ガール！ガール！ガールズ』、シリーズ本では『カ

ブキブ』、『天と地の方程式』、『妖怪アパートの幽雅な日常』、『探偵★日暮旅人』、『神様

の御用人』、『死神うどんカフェ』、『吉野北高校図書委員会』など、文化委員の紹介本や、

ﾌﾞｯｸﾄｰｸ等で紹介した本がよく読まれました。☆★☆  ☆★☆  ☆★☆  

９年生  金賞・特別賞 ９の１ 江川 駿吾くん  ２６，０６４ﾍﾟｰｼﾞ  (５冊) ※貯まった通帳の冊数  

銀賞 ９の２ 本田 輝くん           ５，０１８ﾍﾟｰｼﾞ  (１冊) 

８年生  金賞 ８の１ 本田 歩さん         ２９，１３８ﾍﾟｰｼﾞ  (７冊) 

銀賞 ８の１ 宗岡 愛彩さん        ７，５９６ﾍﾟｰｼﾞ  (２冊) 

銅賞 ８の１ 佐藤 璃玖くん        ３，５５９ﾍﾟｰｼﾞ  (１冊)   

７年生  金賞・銀賞 該当者なし 

※ 特別賞(一言感想がしっかり書けていた人)  

 

  他にも貯めている人がいましたが、提出された有効分のみ載
の

せています。 

修了式にて表
ひょう

彰
しょう

します。 

金・銀・銅賞の人に

は、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄがありま

す。 

図書館まで来てね！ 

3/15(水)まで貸出 
3/22（水）返却期限 
春休みの貸出はありません 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ３年生のみなさんへ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   高校で出会ってほしい詩人を紹介します。教科書にも取り上げられることが多い詩人です。 

茨木 のり子さん（いばらぎ のりこ、1926年 6月 12日 ～2006年 2月 17日）が亡くなっ

て 11年経
た

ちました。日本を代表する女性詩人にして童話作家、エッセイスト、脚
きゃく

本
ほん

家
か

でもあ

りました。主な詩集に『鎮
ちん

魂
こん

歌
か

』、『自分の感
かん

受
じゅ

性
せい

くらい』、『見えない配
はい

達
たつ

夫
ふ

』などがありま

す。 

     茨木のり子さんの代表作『自分の感受性くらい』の中には、 

      《 ぱさぱさに乾(かわ)いてゆく心を   ／  ひとのせいにはするな 

 みずから水やりを怠(おこた)っておいて   ・・・中略・・・ 

 駄目(だめ)なことの一切(いっさい)を   ／  時代のせいにはするな 

 わずかに光る尊厳(そんげん)の放棄(ほうき) 

 

 自分の感受性くらい   ／  自分で守れ   ／  ばかものよ》 

      とあります。教科書でこの詩に出会ったとき、私はどきりとしました。「駄目
だ め

なこと」の中に

は、「気難
きむずか

しさを友人のせいにする」「苛立
い ら だ

ちを身内のせいにする」「初心を貫
つらぬ

けないことを

環境のせいにする」などが挙
あ

げられます。 

他人を変えることはできません。けれど自分自身は、自分で変えていくことができます。 

20代の頃、女優の山
やま

本
もと

安
やす

英
え

さん(木下順二作『夕鶴（ゆうづる）』のつう役で絶賛
ぜっさん

を博
はく

し 51年（昭和

26年に文部大臣賞を受賞)と出会い、人柄
ひとがら

の純
じゅん

粋
すい

さ、女優としての感性に感銘
かんめい

を受けた茨木さ

んは、「初々しさ」が大切という山本さんの思いに対し、『汲
く

む』という詩を書きました。 

         《  大人になってもどぎまぎしたっていいんだな               

ぎこちない挨拶(あいさつ) 醜(みにく)く赤くなる  

失語症(しつごしょう)  なめらかでないしぐさ 

子供の悪態(あくたい)※悪口
わるくち

 にさえ傷ついてしまう  

頼(たよ)りない生牡蠣(なまがき)のような感受性 

それらを鍛(きた)える必要は少しもなかったのだな   

年老いても咲きたての薔薇(ばら) 柔(やわ)らかく              

外に向かってひらかれるのこそ難しい   》 

茨木さんの言葉は厳
きび

しいけれど、温かい慈
じ

愛
あい

に満ちています。ぜひ、全文を読んでみ

てください。しなやかに、感受性豊かに、「自分の花」を咲かせましょう。 

      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

旧文化委員長からのメッセージ 

 

「 僕は一年間、文化委員長になっていろいろなことを学ぶことが 

 できました。図書館マナーの改善は、初めはうまくいかなかった 

 けど取り組みを続けるうちに良くなったと思います。次の文化委員長に 

 はもっと良い図書館、そして、もっと良い文化を作りあげてもらいたい 

 です。ありがとうございました。  

                 ・・・・・権田 壮一朗・・・・・ 」 

 

「 私は文化委員長として、仕事をちゃんとこなせるのか、周りを見て動け 

 るのか心配でした。でも文化祭という大きな行事も全員で成功させることが 

 できました。それも周りの人たちが手伝って支えてくれたからです。とて 

 も感謝しています。文化委員長になって、たくさんのことを経験することが

できました。ありがとうございました。 

  次の文化委員長には、全校生徒が気持ちよく図書館を利用できているか、 

 今どのような取り組みが必要なのかを考えていってもらいたいです。 

                  ・・・・・宮本 あゆな・・・・・ 」 

 

新文化委員長からのメッセージ 

「 図書館にたくさんの人が来るように掃除を頑張ります。文化委員長になっ

て、原案作りや読書サポーター研修会(※)など大変なことがたくさんありまし

た。カウンター当番などもあり、あらためて先輩方はすごいなと思いました。 

 高校でも頑張ってください。 

                ・・・・・佐藤 優多・・・・・ 」 

  

「 先輩方、今まで私たちが分からないところを丁寧に教えてくださったり、 

 アドバイスをくださってありがとうございました。 

文化委員長としてもっと本を読んで、みんなの意見をまとめて、図書館   

 に来る人が増えるように、もっともっと本のおもしろさなどをみんなに伝え

ていきたいと思います。 

                ・・・・・宮本 莉乃・・・・・ 」              

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 旧文化委員長さんへ ―――１年間、お疲れ様でした。 

  新文化委員長さんへ ―――よろしくお願いいたします。 

 

   ※読書サポーター研修会は今年度からです。ﾋﾞﾌﾞﾘｵﾊﾞﾄﾙなどを研修しました。 

新旧交代 

http://ja.wikipedia.org/wiki/1926%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1926%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2006%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2006%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E6%9C%A8%E4%B8%8B%E9%A0%86%E4%BA%8C/

