
令和3年4月

学校司書 山中
Ｌｉｂｒａｒｙ Ｎｅｗｓ 高南中図書館だより

開館予定

このおたよりは、学校司書から生徒のみなさんへのお知らせです。

新しく図書館に入った新着本の紹介や図書館の展示情報、読書に関することを発信します。
カレンダーで昼休みと放課後の開館予定を確認して図書館を活用してください。

利用案内

開館曜日 月曜日～金曜日

開館時間 昼休み・休み時間・放課後（16:00まで）

貸 出 １～３冊

返却期限 3週間以内 ☆返却は図書館カウンター、あるいは昇降口の返却箱に投函する。

月 火 水 木 金 土 日

5 6
始業式

7
入学式

8 9 10 11

12 13 14 15 16 17
土曜授業

18

19 20 21 22 23
子ども読書の日

24 25

26
27

28 29 30
色のついている日は

閉館です！

『楽隊のうさぎ』中沢けい著 ＜文庫 913・な＞

主人公の少年は、中学生になり吹奏楽部に入ることになります。中学生ならではの繊細

（せんさい）な気持ちのぶつかり合いや葛藤（かっとう）のなかで、純粋に吹奏楽部のみ

んなと音楽を演奏する喜びを感じるようになります。

学校司書の山中です。
高南中学校の勤務は、6年目です。最近読んで印象に残った本は『カモ
メに飛ぶことを教えた猫』です。空を飛んだことのない猫がどうやっ
て飛び方を教えるのだろう？という面白さとともに、誠実に約束を守
ろうとする猫のゾルバの姿に感動しました！
今年もみんなに素敵な本をおすすめしますよ。

朝読書について

～本の準備をしよう～

朝読書の本は学校図書館で借りましょう。

朝読書の時間はたったの10分ほどです。しかし１週間で50分、１ヶ月続けると３時間近くになる計算

です。有意義な読書時間のために、本の準備は大切です。登校する時間にはまだ学校図書館は開館してい

ません。事前に本を準備しておきましょう！

図書委員さんの選んだ学級文庫もこれから教室に届きます。この本は杉並区立図書館から借りているも

のです。自宅には持ち帰らず、教室内で読んでください。

～読書の記録を残そう～

読んだ本の記録を読書記録カード『READING PASSPORT』に書き残しましょう。

＊ 読書記録カード『READING PASSPORT』は、教室保管です。図書委員が月に一度確認印を押し、担

任の先生も確認します。

本の紹介

『戦場の秘密図書館～シリアに残された希望～』

マイク・トムソン著＜936・と＞

大人向けに書かれた本を小国綾子さんが中学生向けに再編集したものです。まず、巻頭

の戦時下のシリアの写真に驚かされます。「本との出会いは、人との出会いに似ています。

その本に、あるいはその人に出会ったから、ぱっと広がっていく世界があります。」（あ

とがきより）どんな状況でも本を大切に思い図書館を守ろうとしたシリアの青年たちの物

語。

『小公子』バーネット作 川端康成訳 ＜文庫 933・ば＞

アメリカに住む主人公のセドリックは、父親の死によってイギリスに住む祖父に引き取

られます。その祖父はとても裕福で家はお城でした。川端康成の訳はとても美しい文章で

す。
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令和3年5月

学校司書 山中
Ｌｉｂｒａｒｙ Ｎｅｗｓ 高南中図書館だより

開館予定

このおたよりは、学校司書から生徒のみなさんへのお知らせです。

今月の特集は、高南中に新しく着任された先生方からのおすすめ本の紹介です。

こどもの読書週間

2021年 第63回 こどもの読書週間

期間 4月23日～5月12日

標語 「いっしょに よもう、いっぱい よもう」

子どもたちにもっと本を！との願いから、「こどもの読書週間」は１９５９年（昭和

３４年）に始まりました。もともとは、５月５日の「こどもの日」を中心とした２週間
（５月１日～１４日）でしたが、２０００年より、今の４月２３日（世界本の日・子ど
も読書の日）から５月１２日になりました。「こどもの読書週間」のための標語を毎年

募集しています。 （主催、読書推進協議会HPより）

『博士の愛した数式』小川洋子著 ＜新潮社＞

80分しか記憶が持たない老数学者と、そのおうちに仕える家政婦とその息子のお話。人に

与えられた時間は平等です。1日は24時間で、時間というモノは誰もが同じ。子どもから大

人まで変わることはありません。唯一変わることがあるとすれば時間の使い方。「なにに、

どこに、だれに」24時間の使い道は、自分次第です。もしもあなたの記憶が、たったの80分

しかもたなかったら？想像もつかない状況が物語のキーワードです。神の領域にすら近いほ

どの感動を与える数式の美しさと数字の神秘も登場します。

♤5月のカレンダーから

5月25日は、『広辞苑（こうじえん）』が初めて出版された日です。1955年の初版刊
行にちなんで5月25日が広辞苑の日とされています。図書館には『広辞苑』＜813・こ＞

の最新版のほか、『広辞苑』に掲載されている科学に関する言葉にエッセイや写真、イ
ラストをつけた『広辞苑を3倍楽しむ』＜404・い＞があります。

先生のおすすめ本

『Newton ニュートン』＜ニュートンプレス＞

「科学の面白さを一般の人々にも」というコンセプトのもと、毎号迫力のあるイラストと

ともに最先端の研究結果を20年以上にわたり紹介し続けている科学雑誌『Newton』

多くの読者を宇宙や自然のメカニズム解明に夢中にさせる月刊誌です。
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学年ごとの
利用曜日指
定はありま

せん。

理科

木下先生のおすすめ

（2A）

数学科

名倉先生のおすすめ

社会科

佐々木先生のおすすめ

『君の膵臓をたべたい』住野よる著 ＜双葉社＞

皆さんは、日々何を考えて過ごしていますか？

1日はあっという間だと感じますか？学校に来たり、放課後に友達と遊んだり、部活動に参

加したり、習い事をしたり、そうして気が付けば夜になって１日が終わり、明日になって、

また１日が始まる。ただ、その「明日」は、実は当たり前に来るものではないと、この本を

読むと気付かされます。同じ時間は繰り返さないからこそ、１日１日や１分１秒、今この瞬

間を大切に生きようと思える、そんな一冊です。
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令和3年６月

学校司書 山中
Ｌｉｂｒａｒｙ Ｎｅｗｓ 高南中図書館だより

開館予定

いよいよ運動会です。応援団の打ち合わせなど忙しいなか、本を借りに来てくれる生徒もいますが、5月は全般
的に来館者が多くなかったため、昼休みは漢字テストの勉強や読書を楽しむ生徒がゆったりと過ごせていたよう
に感じます。今月も引き続き高南中に新しく着任された先生方からのおすすめ本の紹介です。

いのちの教育月間

“大切ないのち”のことを考える本を展示

5月、6月は「いのちの教育」月間です。「いのち」「生きる意味」をテーマにした物
語やノンフィクション本を展示しています。

☆『佳蓮ちゃんさいごの家族旅行』 國森康弘 写真・文

☆『紛争地の看護師』 白川優子著

☆『命の意味 命のしるし』 上橋菜穂子・齊藤慶輔著

☆『14歳からわかる生命倫理』 雨宮処凛著

☆『いのちはなぜ大切なのか』 小澤竹俊著

☆『透明なゆりかご』上・下巻 沖田ｘ華（ばっか）原作 ほか

『剣岳・点の記』新田次郎著

20代前半に登山やハイキングにはまりました。とくに映画化もされた「剣岳・点記」に感

化されて剣山や立山に何度も登りました。みなさんにはこの小説も読んで欲しいのですが、

剣岳の登山とまではいかなくても、安全なシーズンに登山口の室堂（むろどう）にぜひ行っ

てみて欲しいと思います。

♤６月のカレンダーから 12日はアンネ・フランク、27日はヘレン・ケラーの誕生日

アンネ・フランクの本 ⇒『アンネの日記』グラフィック版
『アンネ・フランク」早乙女勝元著

ヘレン・ケラーの本 ⇒   『伝記 ヘレン・ケラー』村岡花子著
『サリバン先生とヘレン』文・デボラ・ホプキンソン

先生のおすすめ本

『次郎物語』下村湖人作

私が中学生の頃から愛読している本は、下村湖人の「次郎物語」です。少年次郎が、複雑

な家族関係の中で成長してゆく姿を通して、「愛されること」「愛すること」とは何かを深

く考えさせられます。物語の舞台は明治時代ですが、いつの世も若き世代は悩み苦しみつつ

成長してゆくのだなと思います。中学生のみなさんにも、ぜひ読んでほしい本です。

朝読書の本
は計画的に
借りておい
てね！

音楽科

長島先生のおすすめ

技術科

江見先生のおすすめ

新着図書から特におすすめの本

グラフィックノベルの紹介

『漫画 サピエンス全史 人類の誕生編』ユヴァル・ノア・ハラリ原案

この本は、『サピエンス全史』上・下巻をもとにした、グラフィックノベルというジャン

ルの漫画です。漫画といえばコミックかなと思いますが、コミックとは一線を画した高い物

語性や芸術性を目指して出版されています。すでに『アンネの日記』グラフィック版を読ん

だ生徒の感想は「漫画と思って気軽に借りたけど読む部分も多くて内容を深く考えさせられ

た」「オシャレな絵があることで時代の雰囲気がよりよくわかったと思う」という感想が寄

せられています。さて、140億年ほど前から始まる壮大な歴史を読んでみませんか。
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令和3年７月

学校司書 山中
Ｌｉｂｒａｒｙ Ｎｅｗｓ 高南中図書館だより

開館予定

7月23日はふみの日です。手紙を書いてみませんか。もらうと嬉しい手紙ですが、郵送するには
便せんや切手、住所が必要です。お友だちのメールアドレスは知っていても、住所を知らないとい
うこともありますね。メールやラインが使いやすいと感じることが多くなりました。紙の手紙でも
それ以外の方法でも、相手を思って使う「言葉」はとても大切です。図書館には、さまざまな感情
を表す「言葉の辞典」がそろっています。豊かな「言葉」を学んで使ってみてください。

夏休みの貸出

『ラブレター物語』丘修三・作 ささめやゆき・え

人を好きになるということはすてきなことだと思う。人を好きになるとふしぎなことに自

分を見つめ、好きな人に認められるようにがんばろうと考える。この本には、うまくいくば

かりでもない恋のお話が６編入っています。とても読みやすいですよ。

♤７月のカレンダーから 2日はヘルマン・ヘッセ、２2日はコルチャックの誕生日

ヘルマン・ヘッセの本 ⇒『少年の日の思い出』

『車輪の下』

コルチャック関係の本 ⇒『ブルカムの日記 コルチャック先生と１２人の子どもたち』

『ぼくたちに翼があったころ』

～手紙やメールがでてくる物語を展示中～

新しく入った辞典ー貸出できます！

『音の表現辞典』文学作品の事例と合わせて音に関わる言葉をわかりやすく説明。

『たとえことば辞典』ことわざや比喩（ひゆ）がどうしてそのような意味になったのかが分かる。

『においと香りの表現辞典』においや香りを言葉で表現するにはどんな言葉が最適なのか。また、

実際にどう表現されているのかの事例も豊富。

♧８月のカレンダーから 14日はシートンの誕生日

アーネスト・シートンの本 ⇒『シートン動物記』シリーズ
『子どもに愛されたナチュラリスト シートン』

手紙が大切な役割を果たす物語

１人５冊まで

夏休みが終わったら

すみやかに返却を！

『父さんの手紙はぜんぶおぼえた』タミ・シェム＝トヴ作 母袋夏生訳

ナチス・ドイツの侵攻から身を守るために、主人公の少女は、家族と離れ離れに隠（か

く）れて暮らすことになりました。彼女は、父親から届くユーモアあふれる絵入りの手紙を

心の支えにします。ユダヤ人の家族がつらい時代に、彼らに優しく手を差し伸べるオランダ

人家族もいたのです。心温まる実話です。

延滞本があると
借りられないよ！

8月は電気工事の
関係でほぼ閉館

ことばを大切に
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