
 

 

 

 

 

 もうすぐ今年も終わります。大変なことも多かった１年でしたが、皆さんの変わらない 

笑顔が学校図書館の雰囲気を明るくしてくれました。冬休みの貸出にもぜひ来てください。 

☆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、返却や貸出のみならどの学年でも利用 

できます。利用カレンダーは教室と図書館前に掲示しています。 

 ・借りた本の返却期限が過ぎている人は、必ず年内に返却してください。 

  長期間延滞している人は担任の先生に伝え、三者面談時などに連絡してもらいます。 

☆冬休み貸出・朝読書についてのお知らせ 

 ・冬休み貸出は 12月 14日からです。1人 5冊まで借りられます。 

  図書委員のイベント「本の処方せん」参加者はプラス 1冊券をもらえます。 

 ・冬休みの間、朝読書はいったん回収します。最後の朝読書の日は本を朝読ケースに 

戻してください。 

☆後期図書委員会イベント『本の処方せん』やってます 

   寒くなってきて風邪などひいていませんか？ 

  図書委員会の今期のイベントは、「本の処方せん」です。本物の風邪には効きませんが、

ちょっと元気がでない、おもしろい本が見つからない、なんて症状にはぴったりの処方

せんが見つかるかもしれません。薬袋のまま貸出をします。家または教室に帰ってどん

な読み薬（本）か見て、内服して（読んで）みましょう。 

☆入口アドベントカレンダーでクイズに挑戦しよう 

 クリスマスアドベントカレンダーを入口に飾っています。 

今年は、その日の扉を開くとクリスマスクイズが出てきます。 

最初に気づいた人がその日の扉を開けてください。 

その日のクイズはだれでも挑戦できます！ 

毎日チャレンジしたらクリスマスの雑学王になれるかも…？ 

 

 

 

 

東田中図書館だより                  
   

 

 

令和２年１２月 

学校司書 後藤 

クイズに答えて正解した人には

毎日ミニプレゼントがあるよ！ 



今月のおすすめ本  本のフルコース 

クリスマスにおおみそか、ご馳走を食べる機会も増えるこの季節、本のフルコースはいか

がですか？想像力のソースを添えて召し上がれ。（料理と本の関係は司書のイメージです） 
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〔オードブル〕 

『ひと皿の小説案内』ディナ・フリード 902 ふ 

 小説に出てくる食べ物、とても魅力的に感じたことはありませんか？ 

この本はそんなひと皿の料理の写真と、小説の一部を紹介。大人向けの 

小説が多いですが、どれもこれも読みたくなってしまう、読書欲をそそる 1 冊。 

〔スープ〕 

『かもめ食堂』群ようこ B913 む 

         フィンランドの首都ヘルシンキの街角にある「かもめ食堂」の店主は日本人の 

サチエ。料理が好きでほっとする家庭料理を出す店を出したいと考えた結果なぜ

かフィンランドに出店することに。そこで出会った日本おたくの青年トンミ、そ

して訳あり気な日本人女性のミドリとマサコ。心がほっと暖かくなる物語。 

 
〔魚料理〕 

『老人と海』ヘミングウェイ 福田恒存訳 B933 へ 

 キューバの老漁師サンチャゴは、1 匹も釣れない日が 84 日も続いていた。 

その日も小舟に乗り、たった一人で出漁した。すると残りわずかな餌に想像を 

絶する巨大なカジキマグロがかかった。４日に渡り死闘を繰り広げ老人は勝ったが、 

帰途サメに襲われ、カジキマグロはみるみる食いちぎられてゆく…。爽快感を覚える名作。 

〔肉料理〕 

『レ・ミゼラブル 上・下』ユーゴー 豊島与志雄編訳 953 ゆ 

       ひときれのパンを盗んだために、19 年間もの監獄生活を送ることになったジャン・

ヴァルジャン。ようやく監獄から出てきたが、元囚人の通行券を持っているジャン・ヴ

ァルジャンを泊めてくれる宿はどこにもなかった。ところがミリエル司教だけは違っ

た。同じテーブルで食事をし、ベッドを与えた。それなのに、ジャン・ヴァルジャンは

銀の食器を盗んで逃げ出した…。メインデッシュにふさわしい読みごたえのある 1 冊。 

〔デザート〕 

『和菓子のアン』坂本司 B913 さ 

  デパ地下の和菓子店「みつ屋」で働き始めた梅本杏子、18 歳。 

個性的な店長や同僚に囲まれる日々の中、和菓子の奥深い魅力に目覚めていく。 

謎めいたお客さんたちの言動の真相とは！？幸せな気持ちで読めるおいしいミステリー。 



新しい本（1１月受入分） 

  

分類 書名 著者 出版社 

007 は 人工知能の核心 羽生 善治 NHK出版 

007 ま AI に心は宿るのか 松原 仁 集英社インターナショナル 

010 い 世界の不思議な図書館 アレックス・ジョンソン 創元社 

017 な 高校図書館デイズ 成田 康子 筑摩書房 

019 あ 10代の本棚 あさの あつこ／編著 岩波書店 

031 げ 現代用語の基礎知識学習版 2020-2021 現代用語検定協会監修 自由国民社 

070 い その情報はどこから? 猪谷 千香 筑摩書房 

B141 さ 考える教室 酒井 邦嘉 実業之日本社 

147 う 超常現象 梅原 勇樹 ＮＨＫ出版 

147 か 科学で解き明かす超常現象 松浦 俊輔 日経ナショナルジオグラフィック社 

158 さ 友だちってなんだろう?  齋藤 孝 誠文堂新光社 

159 さ 本当の「頭のよさ」ってなんだろう？ 斎藤 孝 誠文堂新光社 

159 も どうすれば頭がよくなりますか？  茂木 健一郎 世界文化社 

291 に ポプラディアプラス日本の地理 1～７  ポプラ社 

297 か アグルーカの行方 角幡 唯介 集英社 

302 の イースター島を行く 野村 哲也 中央公論新社 

304 さ アフリカ出身サコ学長、日本を語る ウスビ・サコ 朝日新聞出版 

329 し 紛争地の看護師 白川 優子 小学館 

350 や 世界国勢図会 2020/21  矢野恒太記念会編 矢野恒太記念会 

351 す 数字でみる日本の 100 年 矢野恒太記念会編 矢野恒太記念会 

351 や 日本国勢図会 2020/21 矢野恒太記念会編 矢野恒太記念会 

383 た 謎のアジア納豆 高野 秀行 新潮社 

389 す 恋する文化人類学者 鈴木 裕之 世界思想社 

B404 ふ 聞かせてよ、ファインマンさん R.P.ファインマン 岩波書店 

407 う ビーカーくんとすごい先輩たち うえたに夫婦 誠文堂新光社 

417 か 最強に面白い!!確率  ニュートンプレス 

432 う ビーカーくんのゆかいな化学実験 うえたに夫婦 誠文堂新光社 

444 た 太陽系大図鑑 渡部 潤一監修 ニュートンプレス 

451 あ 雲を愛する技術 荒木 健太郎 光文社 

451 き ときめく雲図鑑 菊池 真以 山と溪谷社 

469 か 我々はなぜ我々だけなのか 川端 裕人 講談社 

485 お クモの糸でバイオリン 大崎 茂芳 岩波書店 

B488 か 鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。 川上 和人 新潮社 



 

分類 書名 著者 出版社 

488 こ 子どもと一緒に覚えたい野鳥の名前 山崎 宏／監修 マイルスタッフ 

491 や 人間の未来ＡＩの未来 山中 伸弥 講談社 

507 み ややっ、ひらめいた！奇想天外発明百科 マウゴジャタ・ミチェルスカ 徳間書店 

548 い アンドロイドは人間になれるか 石黒 浩 文芸春秋 

626 あ 明日ともだちに話したくなる野菜の話 稲垣 栄洋／監修 総合法令出版 

702 た ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」はなぜ傑作か? 高階 秀爾 小学館 

725 ふ 遠近法(パース)がわかれば絵画がわかる 布施 英利 光文社 

750 こ 子どものためのニッポン手仕事図鑑 大牧 圭吾／監修 オークラ出版 

B773 や 中・高校生のための狂言入門 山本 東次郎 平凡社 

774 つ 歌舞伎の解剖図鑑 辻 和子 エクスナレッジ 

801 ひ ちいさい言語学者の冒険 広瀬 友紀 岩波書店 

837 か 小学校必修 600 英単語だけで大人も使える英会話 構 俊一 幻冬舎 

901 ふ 小説は君のためにある 藤谷 治 筑摩書房 

B910 な 文豪ナビ夏目漱石 新潮文庫／編 新潮社 

911 き 千年後の百人一首 清川 あさみ リトルモア 

911 こ ときめき百人一首 小池 昌代 河出書房新社 

B911 ま いわずにおれない まど みちお 集英社 

913 お スキマワラシ 恩田 陸 集英社 

913 く ミステリー案内人さんのコワイハナシ クロネコの部屋／原作 KADOKAWA 

B 913 さ 明るい夜に出かけて 佐藤 多佳子 新潮社 

913 は ザ・ロイヤルファミリー 早見 和真 新潮社 

B 913 み 我らが隣人の犯罪 宮部 みゆき 文芸春秋 

913 な 始まりの木 夏川 草介 小学館 

913 は 都会(まち)のトム&ソーヤ 外伝 16.5 はやみね かおる 講談社 

913 ひ 赤の王 廣嶋 玲子 東京創元社 

913 ひ 十年屋 2～４ 廣嶋 玲子 静山社 

913 ひ 作り直し屋 廣嶋 玲子 静山社 

913 ふ 跳べ、暁! 藤岡 陽子 ポプラ社 

913 み 手のひらの楽園 宮木 あや子 新潮社 

B914 さ 毎月新聞 佐藤 雅彦 中央公論新社 

B914 さ ももこのいきもの図鑑 さくら ももこ 集英社 

914 も 読書の価値 森 博嗣 NHK 出版 

B915 さ 旅する力 沢木 耕太郎 新潮社 

934 ろ とても良い人生のために J.K.ローリング 静山社 


