
     

 

     

     

 

    ゴールデンウィーク（４月２６日（火）～５月６日（金））  

特別貸出し 

    貸出し冊数 ３冊→６冊にアップ！ 
               （ランクアップカードの人はさらに冊数プラス） 

     

調布市の中学校では、毎年中学生におすすめの本のリスト『ほんとのであい』を発行しています。 

今年もイラストを募集していますので、ぜひ応募してください。 

（応募してくれたイラストは、六中の図書館だよりでも掲載します。） 

 
 『ほんとのであい』では、物語や小説はもちろん、０類から８類までさまざまなジャンルの本がのっています。

紹介されている本は、すべて六中にありますので、ぜひ自分の読書の幅を広げるために参考にしてください。 

昨年の『ほんとのであい』にのった本を、一部紹介します。（貸出し中の時は、予約しましょう。） 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

六中図書館だより N0.2 
 

     平成２8年 4月 2５日 

調布市立第六中学校         司書 栩野晴美 

“ほんとのであい”にあなたのイラストが載ります！！ 

調布市立中学校のみなさん 

毎年発行している“ほんとのであい”（市立中学校司書によるおすすめの本のリスト）

のイラストを、みなさんから募集します。夏休み前には、調布の中学校８校にお披露目！      

           

<募集作品>  表紙イラスト・・・１点 

                 カット・・・４点 

※カット１点からの応募でもＯＫ♪ 

<応募用紙>  図書カウンターに用意してあります。 

<応募締切>  ５月３１日（火） 

                                       

              

詳しくは学校司書にたずねてください。 

              選考は中学校司書全員で行います。 

みなさんからのたくさんの応募をお待ちしています！ 

913モ クラスメイツ 前期・後期 
森絵都／著 偕成社 

 
 

 

 
 

北見第二中学校１年Ａ組の 24

人、ひとりひとりを主人公とす

る24話、一年間の物語。あなた

の身近にいる人と、どこか似て

いる人が登場するかもしれませ

ん。このクラスの一年間を一緒

に体験してみませんか？ 

913ウ 鹿
しか

の王 上・下 
上橋菜穂子／著 KADOKAWA 

 
 

 

 
 

奴隷
ど れ い

たちが山犬に襲
おそ

われた後、恐

ろしい病が発生。唯一生き残った

ヴァンは、幼女ユナを連れて逃げ

る。犬にかまれた後身体が変化し

ていく二人。一方、彼の命をねら

う役目のサエ、謎の病を調べる医

師ホッサル。それぞれが出会うと

き、病の正体が見えてくる。 

 

昨年の表紙に 

のったイラスト 



       

 

                                             

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★六中の６６冊★ 

   六中では、中学生におすすめの本を６６冊選んで、六中の６６冊として 

   朝読書の記録用紙の裏側で紹介しています。六中の６６冊の本の背表紙に 

   水色のシール（まんなかに６６と書いています）をはっています。 

   図書カウンター前の白いワゴンに集めて展示しています。 

    

 

 

６６冊の本だなから… 

 

 

マジックアウト 1～3 

佐藤まどか／著 フレーベル館  
 

 
 

 
 

すべてを才術によりコントロール

していた小さな島国エテルリア。

無才人として生まれた少女アニア

は、他国の科学・技術を独学で学

んでいた。ある日突然、全国民の

才術が使えなくなる「マジックア

ウト」が起こり、国中が混乱する。

彼女の知識が役立つ時がきた。 

913レ なりたい二人 
令丈ヒロ子／作 PHP研究所 
 

 

 

 
 

幼なじみのちぇりとムギは、中

学に入学してから、カップルだ

と誤解されるのがいやで、おた

がいに避けてきた。ある日、学

校の課題でいやいやペアを組む

ことになり、自分が将来なりた

いものを調べるために久しぶり

に話をした二人は…。 
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１０代のうちに知っておきたい 

折れない心の作り方 
水島広子／著 紀伊國屋書店 

 

 

 
 

親や友だちとの関係に悩んだことは

ありませんか。まわりの人たちのこ

とをこんな風に見れば、自分の心を

守ることができるというヒントが書

かれています。自分の気持ちを受け

止めて、自分のことをもっと好きに

なりませんか。 

146ミ 933ネ シャイローがきた夏 
フィリス・レイノルズ・ネイラー／著 

さくまゆみこ／訳 あすなろ書房 

 

 

 
 

ある夏の日、マーティは飼い主から

虐待
ぎゃくたい

されて逃げ出してきた子犬と出

会う。シャイローと名づけ、誰にも見

つからないようにかくまっていたが

…。子犬を守りたい気持ちと、嘘
うそ

を重

ねる葛藤
かっとう

に揺れ動く、少年の成長 

物語。 

 

素数
そ す う

ゼミの謎
なぞ

 

吉村仁著 文藝春秋 

 

        アメリカには、１３年または 

        １７年ごとに大量発生するセ 

        ミがいます。１３と１７とい 

        う素数（１と自分自身でしか 

        割り切れない数）の年にだけ 

        なぜ大量発生するのか、進化 

        の歴史の秘密におどろきます。 

明日につづくリズム 

八束澄子／著 ポプラ社 

 

瀬戸内海にうかぶ島で暮らす

中学生３年生の千波は、島の高

校か本土の高校か、夢と現実の

なかでゆれ動き、なかなか進路

を決められない。大好きな歌に

勇気づけられ、自分の人生を選

んでいく…。 

http://books.rakuten.co.jp/rb/12908607/

