
 

 

 

 

 

 秋らしくなってきました。読書ウィークに参加して、読書の秋を楽しみましょう。 

☆図書館からのお知らせ 

 ・今月も昼休みは学年別利用になっています。利用カレンダーを教室や図書館前に 

掲示しています。自分の学年の日はぜひ利用してください。 

 ・朝読書の本を読み終えて交換していない人は、学校図書館に交換に来てください。 

１０月１２日（月）～３０日（金）は東田中読書ウィークです 

 １．しおりのイラストを募集します。 

ルールは、「学校図書館にふさわしい、もらって気持ちの良い作品」です。白黒でも

カラーでもOK！応募用紙は図書館にあります。応募してくれた作品は今後１年間、

コピーをして自由にもらえるしおりとして利用します。 

 ２．読書ビンゴをします。 

本の貸出をした人にビンゴ用紙を渡します。用紙に書かれたテーマの本を借りて、

返す時に司書に一言感想を伝えてくれればハンコを押します。 

  縦横斜め、どこでもいいので１列ビンゴになった人に、先着順で景品を差し上げま

す。クリアファイルなど、豪華景品もありますよ！景品がなくなり次第終了します。 

☆10月昼休み利用カレンダー（自分の学年の日に利用できます） 

 昼休み以外（10分休み・放課後 16時まで）は、学年に関係なく利用できます。 
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東田中図書館だより                  
   

 

 

令和２年１０月 

学校司書 後藤 

※状況によっては開館日が変更になることもあります。 



今月のおすすめ本 秋の夜長のミステリー 

秋の夜長に、ハラハラドキドキ、ミステリーを楽しんでみよう！ 
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『名探偵ホームズ 踊る人形』 

コナン・ドイル 千葉茂樹訳 933ど 

 シャーロック・ホームズといえば 

世界一有名と言っていい探偵ですね。 

実際に読んだことはまだない、という人にお

すすめなのがこの本。4つの短編が入った手

に取りやすいショートセレクションです。1

作目の「踊る人形」は落書きのような棒人間

の絵でメッセージが届くというもの。探偵に

なったつもりで読んでみよう！ 

『怪人二十面相』 

江戸川乱歩 913 え 

 東京中の人がうわさをしている 

怪人「二十面相」。その盗賊は、２０の全く違っ

た顔を持っていると言われ、本当の顔を知るも

のはいなかった。二十面相は、目を付けた貴重品

を盗難にいく際、必ず事前に予告をした。それに

も関わらず、気づいたら宝物が奪われていると

いう魔法使いのような盗賊だった。しかしこの

二十面相が唯一敗北してしまうのが、探偵明智

小五郎。２人の痛快な駆け引きが何とも言えず

おもしろい。シリーズ２６巻まであります。 

『むかしむかしあるところに、 

死体がありました。』 

青柳碧人 913あ 

 昔話の桃太郎や一寸法師のお話が、 

え？と驚くミステリーに。よく知ってい

るお話だから、まさかあの人が…という

展開にショックを受けるかも！？ 

5 つの短編が入っていて、朝読書にもお

すすめ。 

 

 

『ステップファザー・ステップ』 

宮部みゆき 913 み 

 古典でもなく新刊でもない、一世代前の 

作品ですが、ストーリーは文句なくおもしろい！  

中学生の双子の兄弟と 30 代のプロの泥棒、３人が一

緒に暮らし始める！？ それも双子が泥棒を「お父さ

ん」と読んで！？ ありえない設定なのになぜか応援

したくなるような３人の関係。 

次々と起こる事件を解決できるのか？ 

  

  

  

 

 

『そして誰もいなくなった』 

 アガサ・クリスティー 青木久惠訳 933 く 

 年齢も職業もばらばらの 10人の男女が、孤島

の邸宅に招待される。部屋に飾られていたのは、

不気味な童謡の歌詞。やがてこの 10人が、1人

ずつ童謡の歌詞の通りに殺されていく。島には 

ほかに人はいなさそうなのに…この中に犯人が

いるのか？ ミステリーの代表作ともいえる 

有名な作品の１つです。 

 

  

 

  

 

紹介した本は、貸出カウンターの一角に 

展示しています。貸出できます。  



新しい本（９月受入分） 
 

分類 書名 著者 出版社 

280お 失敗図鑑 大野 正人 文響社 

361え 「さみしさ」の力 榎本 博明 筑摩書房 

404い 科学的とはどういうことか 板倉 聖宣 仮説社 

410ゆ 数学ガールの秘密ノート 結城 浩 SB クリエイティブ 

431い もしも原子がみえたなら 板倉 聖宣 仮説社 

431ぐ 世界で一番美しい化学反応図鑑 セオドア・グレイ 創元社 

454い 地形図の楽しい読み方 今尾 恵介 山と渓谷社 

454に 地形の科学 西川 有司 日刊工業新聞社 

481う 先生、ウンチとれました 牛田 一成 さ・え・ら書房 

481い 生き物の死にざま 稲垣 栄洋 草思社 

481さ 野生動物は何を見ているのか 佐藤 克文 丸善プラネット 

481な バイオロギングで新発見！ 中野 富美子 あかね書房 

491せ 世界一やさしい！細胞図鑑 鈴川 茂 新星出版社 

498も いのちを救う災害時医療  森村 尚登 河出書房新社 

501は 折り紙の科学 萩原 一郎 日刊工業新聞社 

754お 折って使える！実用折り紙百科  ブティック社 

754あ 1日 10分ひとりでおれる おりがみ あきやまかぜさぶろう 白泉社 

754し 大人気！！親子であそべるかっこいい！おりがみ 新宮 文明 高橋書店 

754し つくってあそべる!男の子のかっこいいおりがみデラックス 新宮 文明 西東社 

831え 英語で歌おう！ ビートルズ編 英語出版編集部 アルク 

B913あ 行きたくない 阿川 せんり KADOKAWA 

913あ イマジン？ 有川 ひろ 幻冬舎 

913あ むかしむかしあるところに、死体がありました。 青柳 碧人 双葉社 

913い 線は、僕を描く 砥上 裕将 講談社 

913い ノーサイド・ゲーム 池井戸 潤 ダイヤモンド社 

913い 朔と新 いとう みく 講談社 

913う ５４字の物語 氏田 雄介 PHP研究所 

913お 王の祭り 小川 英子 ゴブリン書房 

913お ライオンのおやつ 小川 糸 ポプラ社 

913た １５歳、まだ道の途中 高原 史朗 岩波書店 

913ひ クスノキの番人 東野 圭吾 実業の日本社 

913ま みつきの雪 真島 めいり 講談社 

913み オオカミの時間 三田村 信行 理論社 



 

アフリカ奥地の森でゴリラに怒られ、ゾ

ウに追いかけられても、ただひたすら探

し求めるものは…。腸の中にある細菌か

ら動物の生命の秘密に迫る、動物のウン

チ博士=腸内細菌学者によるワイルドで

アカデミックなウンチ本。 

インスタグラムで話題の、 

1 つの話が 54 字ピッタリ

で終わる超短編小説集。「消

えた贈り物」「語れない物語」

など全 90 話を収録。 

若くして余命を告げられた雫は、残りの

日々を瀬戸内の島のホスピスで過ごす

ことを決めた。穏やかな景色の中、本当

にしたかったことを考える雫。ホスピス

では毎週日曜日、入居者がリクエストで

きる「おやつの時間」があって…。 

解雇された職場に盗みに入り逮捕され

た直井玲斗は、弁護士費用を支払ってく

れた伯母から、クスノキの番人をするよ

うに命じられる。そのクスノキに祈れ

ば、願いが叶うと言われていて…。 

生きものたちは、晩年をどう生き、どの

ようにこの世を去るのか。子に身を捧ぐ

ハサミムシ、海と陸の危険に満ちた一生

をおくるウミガメ…。生命の最後の輝き

を描く、哀切と感動の 29 話を収録。 

 

 

新着図書より PICKUP! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 書名 著者 出版社 

B913や ぶたぶた図書館  矢崎 存美 光文社 

933く オオカミが来た朝 ジュディス・クラーク 福音館書店 

933も アーニャは、きっと来る マイケル・モーパーゴ 評論社 

933り３ アポロンと５つの神託 ３ リック・リオーダン ほるぷ出版 


