
 

 

 

 

 秋が深まってきましたね。寒い日には暖かい学校図書館でゆっくり本を選んでみては？ 

☆図書館からのお知らせ 

 ・昼休みは学年別利用になっていますが、返却や貸出のみの利用ならどの学年でも 

利用できるようになりました。利用カレンダーは教室と図書館前に掲示しています。 

 ・返却本は、杉並区公共図書館の方法に準じて、当日中に棚に戻すようにしました。 

  本の場所がわかっている人は、自分で本を戻しましょう。 

 ・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。 

☆読書ウィークへの参加ありがとうございました 

 読書ビンゴやしおりのイラスト募集に参加してくれた皆さん、ありがとう！ 

読書ビンゴを提出した人は、景品をもらいに来てください。景品の希望が重なってしま

った人は、その場でくじを引いてもらいます。 

しおりは１３名／３４作品の応募がありました。カウンターにコピーしたしおりを置く

ので、本の貸出時にしおりが必要な人は自由にもらってください。 

１人１作品ずつ載せます。すてきなイラストをどうもありがとう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東田中図書館だより                  
   

 

 

令和２年１１月 

学校司書 後藤 



今月のおすすめ本 文化の違いを知ろう 

１１月３日は文化の日。世界には、また日本にも地域によってさまざまな文化風習があり

ます。文化の違いをおたがいに認められる人になるために、まず知ることから始めよう。 
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新しい本（10月受入分） 

『私、日本に住んでいます』 

スベンドリニ・カクチ 334 か 

 スリランカ人の著者が、日本に住んでいる

外国人 12人に、日本でどんな生活をしてい

るのか、どんな思いがあるのか、などをイン

タビューしています。様々な理由で日本に来

て、日本の良い部分や戸惑う部分を体験しな

がら、自分の夢を実現しようと奮闘している

人達。前向きに生きるお手本にもなります。 

『誰も知らない世界のことわざ』 

エラ・フランシス・サンダース 388さ 

 「小さなアヒルを吹き出す」とは、ラトビア語

で「くだらないことをペラペラ話している」もし

くは「嘘をついている」という意味。「ブドウは

お互いを見ながら熟す」とは、トルコ語で「次第

に仲間同士で似るようになる」という意味。世界

のおもしろいことわざが、おしゃれなイラスト

とともに紹介されている本。のんびりとページ

をめくって楽しんでください。 

『くらべる東西』 

おかべたかし文/山出高士写真 361 お 

 日本の中でも意外に文化の違いはありま

す。この本では関東と関西の違いを写真で

わかりやすく紹介。たとえば「東の桜餅」と

「西の桜餅」、「東の線香花火」と「西の線香

花火」など意外な違いを知ることができま

す。ちなみに司書は九州出身なので、どち

らかというと西の文化がなつかしく、東の

文化に思いがけず出会うのも楽しいです。 

 

 

『故郷の味は海をこえて』 

安田菜津紀 369 や 

 シリア出身のクルド人のジュディさんは 

デモを支援したことで指名手配され、2012年にシリ

アから日本に逃れてきた。2年後になんとか妻と 3人

の子供を呼び寄せることができたものの、いまだに難

民認定を受けることができていない。このように日本

で「難民」として暮らす人々や難民申請の結果を待っ

ている人々が、故郷の味をふるまいながら、日本にた

どりつく道のりや日本での生活を語る 1冊。 

  

  

  

 

 

『地球人記』 

  小松義夫 382 こ 

 著者が世界中を旅して撮った地球に生きる

人々の写真集。国別ではなく、「掃除をする」「下

校風景」「コーヒーを飲む」などテーマ別に写真が

並べられているのがおもしろい。写真に写る子ど

もや大人の生き生きとした笑顔にひきつけられ

ます。大型本ですが貸出もできます。 

 

  

 

  

 

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。  

https://2.bp.blogspot.com/-xm-S2wBrY00/U9y_1xjneSI/AAAAAAAAjj0/pVQLwa3lETE/s800/syukujitsu16_bunka_nohi.png


☆新着図書リスト（10月受入分） 
 

分類 書名 著者 出版社 

007ま AIエンジニアになるには 丸山 恵 ぺりかん社 

019び ビブリオバトルハンドブック ビブリオバトル普及委員会 子どもの未来社 

210こ 知られざる弥生ライフ  譽田 亜紀子 誠文堂新光社 

210つ 失われた世界への時間旅行 堤 隆 新泉社 

210と 元号読本 所 功 創元社 

B289こ 生きることの意味 高 史明 筑摩書房 

297あ そして、奇跡は起こった!  アームストロング 評論社 

318ほ しりたいな全国のまちづくり ２ 岡田 知弘監修 かもがわ出版 

366ず ２０３０年のハローワーク 図子 慧 KADOKAWA 

366な なぜ僕らは働くのか 池上 彰監修 学研プラス 

375や 行事が盛り上がる!山ちゃんの楽しいボディパーカッション 山田 俊之 音楽之友社 

393せ 臆病者と呼ばれても マーカス・セジウィック あかね書房 

402か 科学者の目 かこ さとし 童心社 

404ふ アインシュタイン痛快！宇宙論 村山 斉監修 集英社インターナショナル 

417と 最強に面白い！！統計  ニュートンプレス 

425う ひとすじの光 ウォルター・ウィック 小学館 

427い わたしもファラデー 板倉 聖宣 仮説社 

431さ 宮沢賢治の元素図鑑 桜井 弘 化学同人 

431で 電池はどこまで軽くなる？ 電気化学会編 丸善出版 

464わ 二重らせん ジェームス・Ｄ．ワトソン 講談社 

493お キャラでわかる！はじめての感染症図鑑 岡田 晴恵 日本図書センター 

519す はじめてのエシカル 末吉 里花 山川出版社 

538の 宇宙においでよ！ 野口 聡一 講談社 

589こ ゲーム業界で働く 小杉 眞紀 ぺりかん社 

593は はじめてでもカンタン!手づくり布マスク 手づくり布マスク編集室編 理論社 

762ち ショパン 崔 善愛 岩波書店 

781や 山崎治美の楽しいリズムゲーム集 山崎 治美 黎明書房 

786の 落ちこぼれてエベレスト 野口 健 集英社 

799ぶ 部活でスキルアップ！ダンス上達バイブル のりんご☆監修 メイツ出版 

913か 境い目なしの世界 角野 栄子 理論社 

913こ 窓 小手鞠 るい 小学館 

913し ないものねだりの君に光の花束を 汐見 夏衛 KADOKAWA 

B913つ 冷たい校舎の時は止まる 上・下 辻村 深月 講談社 



父と離婚し、幼い頃から離れて

暮らしていた窓香の母のノート

が、窓香の元に届いた。ノートに

は、母がどのように生きていた

のかがつづられていて…。 

 

近未来のイギリス。34 歳のベンはある

朝、自宅の庭で壊れかけた旧型ロボット

を発見。他のアンドロイドにはない「何

か」を感じたベンは、なんとか意思の疎

通をはかろうと毎日話しかける。妻はあ

きれて家を出て行ってしまった。ベン

は、このロボット「タング」を修理する

ためにアメリカへ向かうが…。 

 

清澄は刺繡が好きで、手芸部に入ろ

うかと思っているが、母は、普通の男

の子みたいにスポーツをやってほし

いと言う。姉の水青はもうすぐ結婚

するが、ふりふりのウェディングド

レスは絶対に嫌だと言う。普通って

いったい何？ 

宮沢賢治は小さいころ石集めに夢中

で、「石っこ賢さん」と呼ばれていた

そうです。賢治の詩や童話には、元素

や石や宝石の名前がちりばめられて

います。元素や鉱物の豆知識もたく

さんあり、文学と科学を同時に楽し

める一冊。 

お餅をつく時に使う杵
きね

や臼
うす

、畑を耕

す鍬
くわ

や鋤
すき

、今も使われているこれら

の道具は、弥生時代からほとんど変

わっていないそうです。知っている

ようで知らない弥生時代の人間ら

しい暮らしをのぞいてみよう！ 

 

新着図書より PICKUP! 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 書名 著者 出版社 

913て 水を縫う 寺地 はるな 集英社 

B913は キネマの神様 原田 マハ 文芸春秋 

B913は 暗幕のゲルニカ 原田 マハ 新潮社 

929ち 保健室のアン・ウニョン先生 チョン セラン 亜紀書房 

B933い ロボット・イン・ザ・ガーデン  デボラ・インストール 小学館 

B933い ロボット・イン・ザ・スクール デボラ・インストール 小学館 

B933い ロボット・イン・ザ・ハウス デボラ・インストール 小学館 

933う 家なき鳥 グロリア・ウィーラン 白水社 

933ぼ コピーボーイ ヴィンス・ヴォーター 岩波書店 

943ぷ だれが石を投げたのか？ ミリアム・プレスラー さ・え・ら書房 

仕事ってなんだ? どうやって働く? 

働くことの意味、生活にかかるお金、

勉強することの意味、やりたいことの

見つけ方などを、中学 2年の隼人が主

人公のマンガを交えてわかりやすく

解説する。 

 


