
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

令和４年度 

五島高校：図書委員会 

10 月 11 日作成 

10 月 28 日発行 

２-１ ２-２ 

 

図書委員制作担当 

 

２年生図書委員のオススメ 

思いっきり泣いて救われる！ Best3 

The second one 

”そして、バトンは渡された“ 
瀬尾まいこ  文藝春秋 

血のつながらない親のもとを転々として

きた高校生・森宮優子は、今では料理上手な

義理の父親・森宮さんとの 2 人暮らしてい

ます。 

一方、何度も夫を取り替えるように奔放に

生きる魔性の女・梨花は、ある日突然、愛娘

を残して姿を消します。そして、優子の元に

一通の手紙が届くのですが、それをきっかけ

に彼らが隠していた嘘や秘密が、それぞれの

人生を交差させるように導いていきます。 

人生について、家族についてよく考えさせ

られる物語です。是非読んでみて下さい。 

 

The third one 

”行き抜いて、息抜いて、生き抜いて。“ 
生きる答えが見つかる１１７のメッセージ 

しみずたいき   大和書房 

心がフッと軽くなる言葉たちが詰め込まれている本で

す。恋愛、幸せ、生きる、難しく考えないで、力を抜いて

生きれば良いと思わせてくれる本です。きっとあなたの心

を軽くするはずです。 

 

 

 

バトンの 

意味とは？ 
がんばらないで

良い時もある 

１／２ 

藤野英人   CCC メディアハウス 

みなさん！！もしもドラえもんの道具が１つだけ使えるなら、何を使いたいです

か？？タケコプター、暗記パン、どこでもドアなどいろいろあります。この本は実現

してしまった時の、メリットデメリットを面白く論理的に書いている本です！ 

私だったら、暗記パンがいいです！五島高校のほとんどの人が暗記パンがいいとい

う人が多いかもしれません。でも今コロナ禍なのでどこでもドアでいろんな国に行っ

てみたりしてもいいですね！！！ 

ドラえもんの秘密道具は、本当に実現するとしたら、どのくらいの値段でどのよう

にしてできるのか？とても引き付けられます。タケコプターはどのようにしてできる

のか？考えて読むのもいいかもしれません。頭の中でどんどん広がって、楽しめると

思いますよ！ 

この本を読んで、いろいろな視点から、ドラえもんの秘密道具を考えてみてくださ

いね！！ぜひ読んでみてください。 

  

 図書委員の聞いてほしい音楽♪ 

「Subtitle」 Official髭男 dism 

この歌はドラマの主題歌に使われていてとても心に刺さ

る曲です。落ち着きたいときに聞くのがおすすめです！！ 

  

 

 

放送中はみんな朝補習だ！でも再放送で見ている人もいるだ 

ろう。なんと、五高生もエキストラで出演していたようだ。 

ドラマの反響はすでに観光にも出ている。大瀬崎灯台は、 

キャンプなどを楽しむ旅行客がいるそうだ。 

ロケ隊の事情 

・上崎山の墓で、5月に夏の風物詩であるお盆を再現するため、

住民の協力で提灯を明かした。 

・ロケで使われた船は改名「めぐみ」。 

住民から船名をこのままで!と言われたそうだ。笑 

他にもロケ裏事情がありそうだ☆ 

今回は五島を知ってもらうビックチャンス。ふるさとを誇り 

に思い、貢献できる人間になる。 

 

 

 

2 年生図書委員の「推し本」 

もしドラえもんのひみつ道具が実現したら 

タケコプターで読み解く経済入門 
 

 

 

 

 

10 月 Libraries are Fun 
～五高としょかんは楽しい！～ 

 

こんにちは、図書委員です。 

10月31日はハロウィン！ 日本でも年々盛り上が

り、仮装姿は秋の風物詩となってきました。 

そもそもハロウィンとは何でしょう？ 

発祥の地はアイルランド。起源は、秋の収穫を祝う

ケルト民族のお祭りで、新しい年を迎える前に悪霊

や魔女などを追い出す焚火を焚き、身を守るための

仮装をしたりする前夜祭だったのです。 

五島にも似たようなお祭りがありますね!? 

 

10 月 27 日～11 月７日は、全国一斉に行う「読

書週間」です。秋は読書にもってこいの季節です。 

         全国では読書するだけでなく

オリジナルのしおりを作るな

ど読書に関心を持たせる工夫

をしています。 

 

          五高としょかんもイベント

をしているので「行ってみよ

う」からはじめましょう。 

         

The first one”桜のような僕の恋人“ 

宇山佳佑  集英社 

耳を切り落としたお詫びのデートをきっかけに、おずおずと交際が始まるとても衝

撃的な物語でした、ですがその衝撃はだまだ序盤で…。ヒロインの美咲は、人の何十

倍もの速さで年老いる難病「ファストフォワード症候群」を発病し、それは発症から

一年足らずで老人になり死に至るという治療法も見つかっていない難病でした。 

美咲は老婆になっていく姿を愛する晴人に見せたくなく姿を消します。 

読み始めの頃は二人の恋の行方も、将来も幸せな方向にいくと思っていました、で

すが運命は過酷だと思います。 

わけがわからず落ち込む晴人、日に日に老いていく己の姿と対峙しながら運命を呪

う美咲。四季が一巡するとふたりは別れなければいけません。晴人は、美咲の想いに

応えられなかったことを一生後悔しながら、わずかな間しか美しく咲くことができな

かった桜のような恋人を思い続けていきます。 

24 歳の美咲のどうにもならない運命も非情で、また遺された 

晴人の悔いがとても残酷で…涙なしには読むことができません。 

是非読んでみて下さい。 

 

 

 

 

恋の物語 

”アイドル２.０“ 
コムドット・やまと 講談社ＢＯＯＫ 

この本は youtuber のコムドットというグループのリーダーが

書いた本で、革命家としての考え方や成功の仕方・自分の職業を

楽しむためにどんなことをしたらいいのか？などを書いている本

です。 

この本を読んで、自分の考え方が変わり、前向き 

になれた、バイブルみたいな素敵な本です。 

将来役に立つことが書かれているので、男女関係 

なく、みんなに読んで欲しい一冊です。 

 

 

2 年生図書委員のリクエスト 

もしも願いが叶うなら、この本を 

※図書館の本のリクエスト募集！検討してお知らせします。 

みんな知ってる五島が舞台 

2022 NHK 朝ドラ「舞いあがれ！」 

五島はまだまだ熱い!! 

https://www.google.co.jp/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.ac-illust.com/main/search_result.php?word_id%3D1%26word%3D%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3&ved=2ahUKEwiQsYzJiev6AhUogVYBHQgpAo44_AIQqoUBegQIAxAB&usg=AOvVaw0ZdmW1HIDtW4ak8I1xSGes
https://www.google.co.jp/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.ac-illust.com/main/search_result.php?word_id%3D1%26word%3D%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3&ved=2ahUKEwiQsYzJiev6AhUogVYBHQgpAo44_AIQqoUBegQIAxAB&usg=AOvVaw0ZdmW1HIDtW4ak8I1xSGes
https://books.google.co.jp/books?id=IVFitAEACAAJ&hl=ja&source=gbs_book_other_versions
https://www.google.co.jp/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.ac-illust.com/main/search_result.php?word_id%3D1%26word%3D%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3&ved=2ahUKEwiQsYzJiev6AhUogVYBHQgpAo44_AIQqoUBegQIAxAB&usg=AOvVaw0ZdmW1HIDtW4ak8I1xSGes


これは、氷の上を車でツルツル！ハチャメチャ！

に滑るアトラクションで、途中でミニオン達が冷

気が発射される大きな大砲で撃って来るからハ

ラハラドキドキ！ 

ミニオンの可愛さに癒されながらミニオンたち

の楽しい悪戯な日常に混ざろう！ 

五高としょかんは今！ 
 図書委員会は、みなさんがどんな秋を始めるか？楽しみにしています。 

また、本との出合いととしょかんにたくさん来てもらえるよう工夫して

いきます。ライブラリーカフェのイベントやディスプレイなど、みなさん

に喜んでもらえるような参加型を考えています。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／２ 10 月五島高校 

２年生図書委員のみんなで行ってみたい！  

“USJ and Halloween” 

～ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ 

ジャーニー～ 

～ハリー・ポッター・アンド・ザ・

フォービドゥン・ジャーニー～ 

ハリーの仲間になって一緒に空をほうきで飛

び回れる！映像はなんと４K 超リアルだから

ハリーポッターの世界を存分に味わえる！ 

ハリーポッターファンにはたまりません。 

 

～アメージング・アドベンチャー・オブ・

スパイダーマン・ザ・ライド 4K3D～ 

４K3Ⅾ映像でスパイダーマンのストーリーを鑑

賞しながら、街の中のビルからビルに飛び移った

り、目の前でバトルが繰り広げられ、刺激的な体

験ができる！! 

 

 

～ミニオン・ハチャメチャ・アイス～ 

 

秋は行楽シーズンです。サイクリングもいいなぁ！ 

でも、旅行に行けたらユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行ってみたい！ 

今回は人気のアトラクションを紹介します。行ったことがある人は楽しみ方を

教えてくださいね。 

2 年生図書委員の追跡 

母校の先輩を発見!! 

秘密基地を作って遊んでいた少年は、 

JAXA の研究者になっていた!! 

藤本 圭一郎 氏 

出身地：五島市富江町  

出身校：１９９７年五島高校卒業 

    名古屋大学卒業 

東京大学大学院 工学研究科卒業 

来歴・人物 

・少年時代は「何かを作りたいという思いをいつも持っていた」。 

そして、福江島の満天に輝く星空を眺めて過ごした。その頃から宇宙が好き

だった訳ではない。 

・五島高校時代の部活動はサッカー部、レギュラーになれなかった。 

・高校３年の体育祭は応援リーダー。 

・高校のクラスメートから偶然聞いた「航空宇宙」という言葉の 

カッコよさに惹かれ、名古屋大学に進学。 

・大学の特別授業で「数値シュミレーション」という世界に惹かれ、東京大学大

学院へ。宇宙科学研究所で研究。博士課程卒業。 

・２００９年 JAXA 研究開発部門研究員で入社。 

現在、有人ロケット開発に挑戦 

・現在の目標「子供の新婚旅行を月旅行に!!」 

 

好きなことを突き詰め、小さなきっかけを逃さない。その時の自分の気持ち

に素直に従って道を選ぶのがすごく大切です。 

そして、たくさんの仲間をつくり、難しい夢であっても声を出して語り合う

ことや切磋琢磨することも夢の実現につながる大きな力にはずです。 

                           藤本 圭一郎 

松薗尚己記念財団ＨＰより集約 

「カッコよさ」に惹かれ、進路実現してしまう先輩はカッコいい!! 

現在に至るまで努力されてきたと思いますが、高校時代の経験や人との出会

いを私たちに分かりやすく語りかけてくれる藤本先輩にいつか逢ってみたいと

思いました。私たちも「小さなきっかけ」を逃さないようにしたいですね。 ワクワクしますね。行く前に story を知っていると面白倍増間違いなし！ 

図書館にはハリーポッターシリーズの本がありますので、ぜひ読んでみてください。 

この本を盗む者は 

深緑野分 KADOKAWA 

全国に名の知れた書物の奇集家で評論家である御倉

嘉市を曾祖父にもつ深冬は本なんて大嫌い。 

しかし、ある日突然本の世界に入り込んでしまう。な

ぜ本の世界に入ってしまったのか、街の名所である御倉

館の秘密とは何なのか。 

読んでいてドキドキして、物語の世界がすごく想像で

きて面白い本です。 

本が苦手な方でもぜひ読んでみてください！                 

     

     
いつかの冬、終わらない君へ 

いぬじゅん  ポプラ社 

自己主張ができない主人公と亡くなった有人、同僚、

母親。様々な人間関係が複雑に絡み合う恋愛小説です。

この本は主人公の前向きに過去と未来、自分自身に向き

合おうとする心情の変化が面白いので、主人公と有人の

関係と友人の気持ちに注目しながら読んでみてくださ

い。        

     

     

３年生図書委員の 

オススメの本!! 

新書 生物と無生物のあいだ 

福岡 伸一 講談社現代新書 

今日よく耳にする「ウイルス」という言葉。 

実はウイルスは生物とも無生物とも捉えることがで

きます。 

著者は大学時代に「なぜ私たちは一目で生物と無生

物を区別できるのか？」この問いに出会いました。理

系に興味を持つ人には「ルリボシカミキリの青」をオ

ススメします。 

新書でありながら、語り口は柔らかで少し物語調で

す。生物を習っているとよく見る”あの人たち”の裏

話も知ることができる読みやすい本です。     

     

     

ハリーポッターの世界へようこそ 

著者 J．K．ローリング、ここでは、編集松岡佑子、出版社静山社の

全７巻の原作を紹介します。 

ハリー・ポッターと聞くと映画をイメージする人が多いですが、本

は描写が細かく、キャラクターも魅力的と言われています。 

映画では表せない秘密があります！また、たくさんの名言があり、

物語に引き込まれていきます。秋の夜長に最高です。 

としょかんでは、原作の順番を答えると何かいいことがありますよ。 

としょかん入口 としょかん前・芸術棟 

左は 11月半ばまでみなさんをウエ

ルカムします。制作のお手伝いを

1-6 の女子がしてくれました。 

 

右は、１-１の図書委員さんが書い

てくれました。 

 

どちらも素敵に仕上げてくれて、あ

りがとうございます。 

写真：ＵＳＪＨＰより 


