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～今年もどうぞよろしくお願いします～ 

  

 

 

 

 

機械科・銅城先生宅の                                            機械科・銅城先生宅の 

    ポーラくん                                                    モーリスくん 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年生の 

図書委員が 

好きな本を 

紹介します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

           

３Ｍ２図書委員・梶原くん宅のマロンちゃん                   ３Ｍ２図書委員・梶原くん宅のサクラちゃん 

２ ０ １ ８ 年 ☆ 戌 年

 

図書館を使った授業利用（１月）   

 

教科 対象学年／ 科 単元
利用時間

 (コマ数）
図書館活用の詳細 

国
語 

 3M1・3M2・ 

2M1・2M2・2E1・2E2・

1M1・1M2 

百
人
一
首 

 

8 

今年度は全校の大会が中止になったため、クラスで実施した。冬休みの課題

『百人一首』の取り組みの際に「大会があるからがんばって覚えよう」という意

識が持てたようだ。みな和歌をどの程度覚えたか自分で確認をし、友達と競

争しながら楽しく学習することができた。 

 

 

 

 

 

 

      上
かみ

の句を静かに聞いて…      「はいっ！」「取られた～！！｣   「やったー！」楽しい雰囲気♫ 

 

 

 

 

 

 

    札を取ったら確認のために挙手＊     残り数枚！みんな真剣！     各班の 1 位★おめでとう！！ 

◆◇｢1 年生 百人一首カルタ大会｣が行われました◇◆ 

1 月 16 日(火)1 限目ＬＨＲに、１学年行事としてカルタ大会が開催されました。 

各クラスで数チームを作り、他クラスのチームと競い合うクラスマッチ形式で行われ

たこの大会では、チームの総合獲得枚数で勝敗を決定しました。 

どのクラスもルールをきちんと守り、司会である放送部のアナウンスをしっかり聞い

て積極的に参加していました（放送部はこの日のために 4 日間、 

詠みの特訓を行ったそうです！）。 

新川学年主任によると、｢寒さを吹き飛ばす集中力が感じられた｣ 

とのことで、より一層 1 学年の親睦が深まった時間となりました。                 

 

                      図書館小説コンテスト 結果発表 

 

最優秀 『死に縋（すが）る』 P.N 秋 さん

２Ｍ２の皆さん、写真撮影のご協力 

ありがとうございました♪ 

【百⼈⼀⾸】百⼈⼀⾸は⽇本の伝統ある歌集で主にかるたとして知られています。歌⼈の藤原定家（ふじわらのていか）が、

⾶⿃時代の天智天皇から鎌倉時代の順徳院まで、100 ⼈の優れた和歌を選んだものを「⼩倉百⼈⼀⾸」といいます。 

★秋さんの作品は裏面に掲載！ 

  ★結果★ 

1 位 １Ｄ 

2 位  １Ａ 

3 位  1M2、1E1 



☆★新着図書案内(1 月～)★☆ 

０ 総記 

本を読む人だけが手にするもの 藤原和博 

1 哲学 

漫画 君たちはどう生きるか 吉野源三郎 

２ 地理・歴史 

まっぷる東京観光‘18 昭文社 

るるぶ東京観光‘18 JTB パブリッシング 

ビジュアル世界大地図 左巻健男 

鳥瞰図で見る古代都市の世界 ジャン＝クロード・ゴルヴァン 

イラスト図解 戦国武将 河合敦 

３ 社会科学 

何をＰＲしたらいいかわからな

い人の受かる！自己ＰＲ作成術 

坂本直文 

注文を間違える料理店 小国士朗 

4 自然科学 

ふしぎ？ふしぎ！〈時間〉 

ものしり大百科（全 3 巻） 

藤沢健太 

山口大学時間学研究所 

５ 工業 

建築施工図の基本 建築施工図研究会 

ヨーロッパの大聖堂 バルバラ・ボルンゲッサ— 

６ 産業 

懐かしの縁日大図鑑 ゴーシュ 

イヌを長生きさせる 50 の秘訣 臼杵新 

７ 芸術・スポーツ 

日日是好日 森下典子 

水引 基本の結びと暮しの雑貨 内野敏子 

いっしょに走ろう 道下美里 

青トレ  —青学駅伝チームの 

コアトレーニング＆ストレッチ 

原晋 

中野ジェームズ修一 

９ 文学 

生きるとは、自分の物語を

つくること 

小川洋子 

河合隼雄 

キラキラ共和国 小川糸 

教場 2 長岡弘樹 

花咲舞が黙ってない 池井戸潤 

天久鷹央の推理・事件カルテ 知念実希人 

カブキブ！ ６ 榎田ユウリ 

ゆけ、シンフロ部！ 堀口泰生 

別府フロマラソン 澤西祐典 

図書館小説コンテスト最優秀作品 

 

『死に縋
すが

る』 

会社から帰る中途
ちゅうと

、雨が降り出した。億劫
おっくう

ではあっ

たが、煙草を吸いたくて、僕は仕方なく傘を広げる。

そのまま少し歩いていると前方に神社が見えたので

そこの階段に座った。ポケットからシガレットケー

スを取り出し、煙草を１本抜き出した。雨に濡れな

いように傘の下で火をつけ、口に咥
くわ

える。濡れた階

段に座ったせいで水が染み込んできたが、気にしな

かった。今は何もかもが面倒だ。 

そのまま 10 分程度吸っていただろうか、煙草はす

でに 3 本目に入っていた。雨はいまだ僕の鼓膜を優

しく揺らしている。穏やかな時間を過ごしていると、

不意に足音が聞こえた、なんとなく、女性だろうと

思った。音のした方に顔を向けると、果たしてそこ

には 20 代前半らしき、髪の長い女性が傘を差して

立っていた。予想外だったのは、彼女がとても綺麗

だったこと。 

 ｢こんばんは｣ 

女性は細い声で言った。或いは、雨の音に少しかき

消されたのかもしれない。しかし、品があり、鈴を

転がすような声だった。 

 ｢こんばんは｣ 

僕はとりあえず、煙草の火を消しながら挨拶を返し

た。 

 ｢夜遅くにこんな場所でどうなされたのですか？｣ 

そう言いながら彼女は、パシャパシャと雨に濡れた

足音を立てながら数歩僕に近づいた。 

 ｢会社の帰りでして。煙草を吸いたくなったんで

す｣ 

｢そうでしたか｣ 

彼女は納得したように微笑み続けて言った。 

 ｢良ければ、少しお話をしていきませんか？｣ 

家に帰ったところで特にする事などなかったので、

彼女の誘いに乗った。 

｢いいですよ、こんな雨の中一人寂しく煙草を吸っ

ている僕なんかでよければ｣ 

｢ええ、あなたみたいな人に聞いて欲しいんです｣ 

彼女は嬉しそうに笑い、一呼吸置いて話し出した。 

 ｢あなたは、普段から生と死について考えたりしま

すか？｣ 

 ｢ええ、度々、というより最近では毎日考えていま

すよ｣ 

 ｢随分悲観的な方なんですね｣ 

何が嬉しかったのか、彼女は少し微笑んで話を続け

た。 

 ｢日常生活の中で死について考えている人はそう

多くありません。せいぜい寿命が迫ってきている方

やあなたのような、日々に嫌気が差している方くら

いです｣ 

僕の顔を見てそう思ったのか、しかし、それは正し

かったので僕は次の言葉を促した。 

 ｢そして、生と死は遠いようでとても近くにあるも

のです。生きている事で死に近づく事ができますし、

逆に死に近づく事で、生を実感できます。ただ、坂

道を自転車でブレーキを掛けずに降りる、など生半

可なものでは死を感じるにはあまりに遠い。また、

死そのものを実感することはできません。それより

も先に脳の機能が停止してしまいますから｣ 

案外饒 舌
じょうぜつ

なのか、彼女は私見を淡々と並べた。 

｢しかし、限りなく死に近いものになら触れること 

ができます。そして、それに触れた時に私達は、本 

当の生を初めて感じることができるのです｣ 

｢ああ、その話はとても共感できます｣ 

僕が返すと、彼女は依然落ち着いた声で言った。 

 ｢まるで体験したかのような口ぶりですね｣ 

 ｢ええ、その通りです｣ 

そう言って僕は、シャツの襟を下げて首に残るロー

プの痕を見せた。 

 ｢…なるほど、あなたは死に縋
すが

ったのですね｣ 

 ｢はい、運悪く失敗してしまいましたが｣ 

彼女は僕の目を見て言った。 

 ｢ちなみに、あなたがその痛々しい痕をつける事に

なった経緯を伺ってもよろしいですか？｣ 

僕は 頷
うなず

き、ゆっくりと話し始めた。 

 ｢社会に出て、ある日思ったんです。この世界では

何をするにしても 殆
ほとん

どがお金を伴う。お金を得るた

めには社会で働かなくてはならない。働くためには

学校で勉強をしなくてはならない。そして、働き終

える頃には爺さんだ、何かを始めるには遅すぎる｣ 

彼女は静かに僕の話を聞いていた。 

 ｢僕の今の生活は『働いて、お金を手に入れるため

に生きている』と言っても過言ではない。いつから

僕はこうなったのだろうか、手段と目的が逆転して

いるじゃないか。と、そんなことを考えていたら、

日々にほとほと嫌気が差したんです｣ 

僕はそこで少し間
ま

を置いた。 

 ｢この世界は、なぜ死に縋ることに否定的なので 

しょうか。安楽死といった言葉があるように、死を

選ぶことで救われる人がいる。だというのに、それ

を 頑
かたく

なに許さない。自殺を図った者に対して、命を

粗末にするな、だとか自殺ではない者達が可哀想、

だとか勝手な批判を浴びせますが、僕から言わせれ

ば、それは救われた者達に対しての冒涜
ぼうとく

ではないの

でしょうか｣ 

気付けば組んでいた手に力が入っており、かなり 

喋
しゃべ

っていた。これでは人の事を言えない。 

｢すみません、愚痴になってしまって｣ 

｢いえ、寧
むし

ろ自分と同じ思想を持つ方の話が聞けて

嬉しいです。良ければ、これからもここに愚痴を言

いに来ませんか？｣ 

｢それは良い提案ですね、なら明日から僕はここに

愚痴を言いに来るために仕事をします｣ 

僕は笑ってそう言った。 

｢そうですね、手段と目的の逆転は悪いことばかり

ではありません｣ 

彼女も微笑んで言った。 

 ｢しかし、会社が終わる時間帯はいつもこの位です

けど、いいんですか？｣ 

僕は思い立って聞いた。 

 ｢ええ、私は運の良い者ですから｣ 

そこで僕は理解した。何故彼女がこんな時間に、こ

んな場所に、雨の中いた理由を。 

｢そうだったんですか、ですが僕の仕事が終わるま

では暇でしょう｣ 

僕はポケットからシガレットケースとライターを

取り出し、階段に置いた。 

 ｢私、煙草は吸ったことないですよ？｣ 

 ｢ええ、ですから慣れていって下さい｣ 

笑って僕は立ち上がる。 

 ｢では、また明日｣ 

彼女に別れを告げ、再び歩き出した。数歩進んだと

ころで後ろを振り返ると、彼女の傘だけが、シガ 

レットケースとライターを雨に濡らさないように、

広げてそこにあった。          —終—


