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今年度も図書館を多く利用していただき、ありがとうございました。 

詩人の長田弘さんは、著書『読書からはじまる』の中で、「すべては読書からはじまる。本を読むことが、

読書なのではありません。自分の心の中に失いたくない言葉の蓄え場所をつくりだすのが、読書です」と記

しています。皆さんにとって、かけがえのない言葉が本によって出会えることを祈っています。 

来年度も、どうぞよろしくお願いします。本当にありがとうございました。 

 

１・2 年生 貸出上位者（2018.4.1～2019.3.15） 

【２年生】                       【１年生】 

順位 冊数 クラス 氏名 

１ 139 ２C 財前 利陸 

２ 95 ２M1 木下 幹太 

３ 87 ２D 上田 佳奈 

４ 66 ２E2 得丸 大輝 

5 61 ２C 黒川 翔 

６ 43 ２C 河野 未夢 

７ 38 ２C 園部 紗子 

８ 36 ２D 衛藤 美羽 

9 33 ２E1 小野 広貴 

９ 33 ２A 稗田 義明 

１０ 31 ２E1 瀬川 拓己 

 

貸出冊数統計表（2018.4.1～2019.2.28） 

1年生 
１M1 １M2 １E1 １E2 １A １C １D 1 年生合計 

生徒計 職員計 合計 53 613 176 101 425 348 272  1,988 

2年生 
２M1 ２M2 ２E1 ２E2 ２A ２C ２D 2 年生合計 

174 40 151 95 79 422 232 1,193 

4,426 

 

407 

 

4,833 
3年生 

３M１ 3M2 3E1 3E2 3A 3C 3D 3 年生合計 

46 165 361 20 69 31 553  1,245 

科名 機械 電気 建築 
化学

工学 

産業 

デザイン 

昨年度の同期間よりも、合計数が ｢６１７冊｣ 

増加しました。どうもありがとうございました。

また来年度も宜しくお願いします。 計 1,091 904 573 801 1,057 

順位 冊数 クラス 氏名 

１ 567 １M2 直野 翔瑠 

２ 192 １C 岩尾 ひより 

３ 138 １E1 南部 八紘 

４ 129 １A 田中 悠登 

5 68 １D 砂山 紗於里 

６ 58 １A 飯倉 爽羽 

７ 50 １D 江良 汐里 

8 49 １A 三代 陽菜 

9 47 1C 安部 来美 

10 46 １A 赤津 勝理 

１ 
年 間 あ り が と う 

ご ざ い ま し た  

鶴工図書館 貸出上位ランキング（2018.4.1～2019.3.15） 

順位 貸出回数 書 名 著者名 

1 19 謎解きはディナーのあとで 2 東川 篤哉 

2 17 かわいい雑貨店とカフェのデザイン パイインターナショナル 

3 15 知識ゼロからのやきもの入門 松井 信義 

15 ストライク・ザ・ブラッド 8 三雲 岳斗 

4 14 ソードアート・オンライン 10 川原 礫 

5 13 浜村渚の計算ノート 8 と 1/2 さつめ 青柳 碧人 

13 配信せずにはいられない 山田 悠介 

6 12 ぼくときみの半径にだけ届く魔法 七月 隆文 

7 11 かがみの孤城 辻村 深月 

11 掟上今日子の家計簿 西尾 維新 

11 ハリー・ポッターと賢者の石 J.K.ローリング 

8 10 まるで童話のような、世界のかわいい村と美しい街 パイインターナショナル 

9 9 夜空の呪いに色はない 河野 裕 

10 8 君の膵臓をたべたい 住野 よる 

 

図書館を使った授業利用（今年度） 

 

・図書館を使った授業利用…９５回（昨年度７０回） 

        ・自習やＬＨＲ等で利用…７回（昨年度９回）                      （1 回＝1 コマ） 

今年度も沢山の利用をありがとうございました。また来年度も利用してくださいね☆彡 

 

 

 

 

 

 

督促状を配布しました。返却は今年度中に！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度も授業の様子を紹介させていただき、ありがとう

ございました。来年度もよろしくお願いします。 

Ｑ ．借りている本が紛失・破損した場合は？  

→図書館に所蔵されている本は、県のお金で購入した大切な本ですので、正

直に申し出てください。見つかるまで探すのが基本ですが、もし紛失・破損

が確定した場合は、｢同一物の本または同一金額のお金｣を徴収致します。 

先日、全クラスに督促状を配布しました。督促状が届く前にきちん

と返却をする人もいる中、何度配布しても返却しない人もいます。

ルールはもちろん、自分のことだけでなく次に借りる人のことも考

えられる人になってください。気持ち良く年度末を迎えましょう。 



 

 

 

日本の高校生による「ものづくり」の頂点を目指す大会として注目を集めている「高校生ものづくりコン

テスト」。全国の工業高校生の精鋭たちが技術・技能を競い合う大会であり、「高校生技能五輪」、「ものづく

り甲子園」などとも呼ばれています。今年度、鶴崎工業高校が高校生ものづくりコンテスト大分県大会の会

場校となり、大会では熱戦が繰り広げられました（来年度の大分県大会は６月に大分工業高校で行われます）。

そんな高校生ものづくりコンテストを舞台とした小説が本校図書館にあります。旋盤作業部門で優勝を目指

す、熱き工業高校生たちの物語です。機械科はもちろん、同じ工業高校生として楽しめる 1 冊。 

 

 

 

 

 

今年度の旋盤作業部門の様子              2012 年の高校入試にも出題された作品         鶴工代表の 3 年生 

他にもこんな世界が… 工業高校を表現するものとして「現代学生百人一首」（東洋大学主催）があります★ 

・「日々熱き技能試験の夏過ぎて辛かった日の充足を知る」（東京都立府中工業生） 

・「旋盤中（せんばんちゅう）友の視線が突き刺さる巧みな技は今日も止まらず」（群馬県立太田工業生） 

・「溶接で火花を散らす鉄を見て幻想的だと感じる実習」（青森県立八戸工業生） 

・「百分の一の世界に生きているノギスのわずかなずれに泣いている」（長崎県立長崎工業生） 

・「電線をつなぐ練習するたびに曲げる指先ずきずき痛む」（埼玉県立玉川工業生） 

・「測量は電卓たたき距離測り外でも中でもいい汗をかく」（広島県立広島工業生） 

・「天秤に不幸と幸せ掛けてみる支点をどこに定めるべきか」（北海道国立苫小牧工業高専生） 

・「木材に適した加工をしてみるとその木が喜ぶような気がする」（広島県立広島工業生） 

・「作業服使いはじめて三年目いい思い出が着るたび浮かぶ」（青森県立八戸工業生） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

「大分 鶴崎工」の文字        動員学徒慰霊塔 

                   

折り“鶴”は 

   平和への祈り 

 

 

図 書 館  れ 知 っこ て る ? 

鶴 工  れ 知 っこ て る ? 

『鉄のしぶきがはねる』 まはら三桃/著 

「ものづくりはなくならんよ。なぜならものづく

りは、楽しいからだ！」－北九州にある工業高校電

子機械科唯一の女子、冷たく熱い鉄の塊に挑む！ 

広島県の原爆ドームの南側に「動員学

徒慰霊塔」という塔が建立されています。

この塔の裏側にある石碑には、動員学徒

悼歌と全国戦没学徒出身校352校の校名

が記され、そこには「大分 鶴崎工」と

いう文字が刻まれています。74 年前、皆

さんと同じ鶴崎工業生の尊い命が原爆に

よって犠牲となったことを意味するこの

塔。当時の学生も皆さんと同じように工

業を学ぶ若者でした。そんな若者たちが

いたこと、そして平和な時代に鶴崎工業

生として過ごすことができる幸せを感じ

て欲しいと思います。皆さんの笑顔が末

永く続くことを願っています。 

昭和 19 年学徒勤労令により、

中等学校以上の学生は軍需工場

等の勤労奉仕を強制されまし

た。広島の原爆により、多くの

若い命が犠牲となりました。 

＊そもそも芥川龍之介賞（通称：「芥川賞」）と直木三十五賞（通称：「直木賞」）の違いって？＊ 

⇒「芥川賞」は芥川龍之介を、「直木賞」は直木三十五（さんじゅうご）を記念して、昭和１０年に文藝春秋社が創

設した文学賞。現在数ある文学賞の中でも最も伝統と権威のある賞で、毎年上半期と下半期の２回贈られる。 

 

        芥川賞 芸術性の高い純文学作品に贈られる。         直木賞 娯楽性・商業性の高い大衆小説の新進・ 

           若手作家に贈られることが多い。              中堅作家に贈られる。 

        （最近の受賞作品）又吉直樹『火花』            （最近の受賞作品）西加奈子『サラバ！』 

            村田沙耶香『コンビニ人間』                東山彰良『流』、真藤順丈『宝島』 

      **本屋大賞って？？** 

2004 年に創設された賞。過去１年間に刊行さ

れた日本の小説の中から書店員（オンライン書

店も含む）の投票で決定する。選考基準は、書

店員自身が読んで「面白かった」、「お客様にも

薦めたい」、「自分の店で売りたい」と思った本

であること。 

（最近の大賞作品）辻村深月『かがみの孤城』 

宮下奈都『羊と鋼の森』、上橋菜穂子『鹿の王』

和田竜『村上海賊の娘』 、百田尚樹『海賊とよ

ばれた男』 

☆★新着図書案内(2 月下旬～)★☆  

0 郷土資料 

大分県の名樹 公益財団法人 森林ネットおおいた 

9 文学 

ヨロコビ・ムカエル？（戯曲） 小野正嗣 

 

｢2019 年本屋大賞｣ノミネート作品 

          大賞発表は 4 月 9 日！ 

★『愛なき世界』三浦しをん 

★『さざなみのよる』木皿泉 

★『そして、バトンは渡された』瀬尾まいこ 

★『ひとつむぎの手』知念実希人 

★『フーガはユーガ』伊坂幸太郎 

・『ある男』平野啓一郎 

・『ベルリンは晴れているか』深緑野分 

・『ひと』小野寺史宜 

・『火のない所に煙は』芦沢央 

・『熱帯』森見登美彦                    

     ★印の本は、図書館にあります♪  

       

＊春休みの開館日について＊ 

【３月】                 

                

 

 

 

                

鶴崎工業高校図書館報「四次元ポケット」文責：染矢      

                                    

月 火 水 木 金 

18 19  20 21 22 

25 26 27 28 29 

どちらも寄贈図書です☆ 

 

小野正嗣氏は大分県佐伯市出身の 

芥川賞作家（2015 年に『九年前

の祈り』で受賞） 

 

３月は○印の付いている日が開館日です（※急遽、

変更になる場合もあります）。開館時間は、通常通

りの 8 時 20 分～16 時 30 分です。楽しい春休み

を過ごして、また図書館に来てくださいね♪ 

＊＊鶴工図書館ミニクイズ＊＊ 

2015～2019 年に、直木賞と本屋大賞の W 受賞を果た 

した作品は？書名と著者が分かった人は図書館まで☆ 

（先着 3 名にミニプレゼント♪３月２９日まで☺） 


