2020年4月号
杉並区立松溪中学校
学校司書 新木

入学おめでとうございます
図書館からのお知らせ
開館日時
月曜～金曜 10:30～16:50
土曜公開日 9:30～12:00
貸出 朝読書 + ２冊 (２週間)
*当面の間は、担任の指示に従って
利用してください。

新入生特別号！

学校図書館司書の 新木敦子です。よろしくお願いします。
1年生の皆さん、入学おめでとうございます。図書館は2階
にあります。昼休みや放課後に、ぜひ利用してください。
2年生は同じフロアーなので、休み時間や移動時間にも立ち
寄ってください。3年生は距離的にも心理的にも読書が遠く
なりがちですが、先生方、図書委員、皆さんの力を借りて
「使える図書館・楽しめる図書館」になるよう工夫し
ていきますので、利用してください。
『兵士ピースフル』
マイケル・モーパーゴ／著

『武士道シックスティーン』
誉田 哲也 ／著

戦争に対するモーパーゴの激し
い怒りを感じる直球作品です。
第一次世界大戦下、志願兵の
兄弟が配属されたのは過酷な西
部戦線。しかし、彼らの敵はド
イツ軍だけではなかった.のです。
懸命に生きる兄弟の姿に涙。

香織と早苗。正反対な二人が
剣道に打ち込み、切磋琢磨しな
がら成長していきます。試合の
臨場感や、章ごとに描かれたお
互いの心情の変化に引き込まれ、
楽しく読めます。青春の熱さを
満喫したい人におすすめです。

『医学のたまご』
海堂 尊／著

『最強の天使』
まはら 三桃／著
中学３年生の周一郎は、
美容院を営む母と二人暮
らし。彼が受け取った
２通の手紙の中身とは？
偏屈な祖父、変な後輩、
片思いの志帆との関わり、
不器用ながらも成長して
いく姿が爽やかに描かれ
ています。志帆を主人公
にした『カラフルな闇』
の続編です。

『ラベルのない缶詰の冒険』
アレックス・シアラー／著
ファーガルはちょっと風変わりな
男の子。あるときセール品のワゴ
ンからラベルがない缶詰を見つけ
ます。この想像膨らむ缶詰に魅了
され収集し始めた彼が手に入れた
ものは…。風変わりだけどリアル、
ちょっと不気味な冒険の始まり！

新入生と同い年の本紹介！
『ルイジアナの
青い空』
K・W・ホルト／著

2年生朝読書
課題図書

『絶体絶命27時間！』
キース・グレイ／著
転校したてのジョンは不良グループには
められ、盗人の濡れ衣を着せられます。無実
を証明するために与えられたのは２７時間。
一人で敵に立ち向かっていく高校生ジョン
を描いたスリル満点なストーリーです。

フツーの中学少年が、
ある理由から医学部で
研究することになり、
しかも捏造事件に巻き
込まれてしまう話です。
医学研究の世界が垣間
見られる作品。ゲーム
理論学者の父から届く
メールも意味深です。
「道はいつも自分の目の前
に広がっている」(文中より)

『アニメが世界をつなぐ』
鈴木 伸一／著
杉並アニメーションミュージア
ムの館長で、アジア向け教育アニ
メーション作りも手掛ける著者。
実はオバＱの小池さんのモデルで
もあるのです。アニメ初期の時代、
アニメとの出会い、トキワ荘の仲
間のことも描かれた新書です。

他にも、小中一環となる学校から譲り受けた本なども
あります。
*リ ・・・リクエスト本
*キ ・・・寄贈本

００２ ヌ はじめての研究レポート

沼崎 一朗

岩波書店

０２１ ヤ やさしくわかるデジタル時代の著作権 全３巻

山本 光／監修

１４１ オ 大人になってこまらない マンガで身につく 自分コントロール 菅原 洋平／監修
２０９ マ コロンブスからはじまるグローバル社会 １４９３ 入門世界史 チャールズ・C・マン

技術評論社
金の星社
あすなろ書房

２９０ ナ ニュースと合わせて読みたい 世界地図 ２０２０

旺文社

２９１ ナ ニュースと合わせて読みたい 日本地図 ２０２０

旺文社

２９７ グ シャクルトンの大漂流 (絵本)

*キ

３１０ ズ 図解 はじめて学ぶ みんなの政治

３６１ シ

浜崎絵梨／翻訳

岩波書店
晶文社

民主主義はだれのもの？

３１１ ミ
３１３ ド

ウィリアム・グリル

あしたのための本

独裁政治とは？

プランテルグループ

社会格差はどこから？

宇野和美／訳

／文

あかね書房

女と男のちがいって？

３６７ オ

インターネットと図書館を用いて
研究レポート作成するための入門書。
「場所」「時間」「しぐさ」「ことば」を
覚えると、自分コントローラーなれる！
南極大陸横断を試み、氷に閉じ込め
られた１７ヶ月の戦い。船員たちを救い、
無事帰還したシャクルトンの感動的な
伝記絵本です。朝読書の絵本として。
身近なもめ事から国際
問題までどこにでもある
政治。そのしくみや、制度
の移り変わり、イデオロ
ギーなどを豊富なイラス
トで解説。自分の立ち位
置を知るチャートも！

イギリス発

３３４ ナ ふるさとって呼んでもいいですか

ナディ

３６９ タ 「お手伝いしましょうか？」

高橋 うらら

４５７ カ ならべてくらべる 絶滅と進化の動物史

川崎 悟司

ブックマン社 脊椎動物の動物史、イラスト満載!

４６０ サ 若い読者に贈る 美しい生物学講義

更科 功

ダイヤモンド社 生物学の視点から見ると面白い！

５０７ ス すごいぞ！はたらく知的財産権

桑野 雄一朗／監修

８３４ シ 続 英単語の語源図鑑

*リ

９１３ ア X-01 エックスゼロワン [参]
９１３ イ クローンドッグ
９１４ ウ 大盛りワックス虫ボトル

*キ

大月書店

6歳で「移民」になった少女の物語

講談社

どんなサポートが本当に役立つ？

晶文社

清水健二 他

かんき出版

あさの あつこ

講談社

今西 及子

金の星社

魚住 直子

講談社

９１３ エ

自分コンプレックス

長江優子・ みうらかれん

金の星社

９１３ エ ＮＨＫオトナノベル

ＳＮＳトラブル連鎖

髙橋幹子・みうらかれん

金の星社

９１３ エ

仮面シンドローム

長江優子・陣崎草子

金の星社

９１４ コ 放課後ひとり同盟

小嶋 陽太郎

集英社

９１５ サ 机の上の仙人: 机上庵志異

*キ

佐藤 さとる

９１５ ナ 茶畑のジャヤ

*キ

中川 なをみ

９１５ ヒ ふしぎ駄菓子屋銭天堂

*キ

廣嶋玲子

偕成社

９３３ オ ほんとうの願いがかなうとき

バーバラ・オコーナー

偕成社

９３３ グ 明日をさがす旅 故郷を追われた子どもたち

アラン・グラッツ

９３３ グ 引越しなんてしたくない！

ｶﾘｰﾅ･ﾔﾝ･ｸﾞﾚｰｻﾞｰ

徳間書店

ブルック・ニューマン

集英社

ｼﾞｪﾗﾙﾃﾞｨﾝ･ﾏｺｯｸﾗﾝ

東京創元社

９３３ ニ リトルターン

*キ

９３３ マ 世界のはての少年

ゴブリン書房
鈴木出版

福音館書店

９３３ モ 発電所のねむるまち

*キ

マイケル・モーパーゴ

あかね書房

B９１３ シ 坂の上の雲 全８巻

*リ

司馬 遼太郎

文芸春秋社

三秋 縋

KADOKAWA

B９１３ ミ 三日間の幸福

『放課後ひとり同盟』 小嶋 陽太郎／著
快活な原田君が気になる「私」、
弟の「僕」はＡＢＣスープの給食バ
ケツをこぼしてしまい・・・。学校を
舞台にした出来事が描かれ、登場
人物が少しずつ繋がっていく５つ
の連作短編です。 主人公となる
語り手によって、様々な感情の渦
を感じる、悩ましくも素敵な話です。

『明日をさがす旅』
アラン・グラッツ／著 杉田 七重／訳
ナチスによる迫害を逃れてきたユダ
ヤ人ヨーゼフ。政治的抑圧を逃れて
キューバからアメリカへ脱出するイサ
ベル、シリアの自宅が爆撃されたマフ
ムード。難民となった状況や心情を3人
の子ども目線で丁寧に描いた作品です。
生き抜くための数々の困難。その先に、
居場所は見つかるのでしょうか。

航が拾った子犬〈希〉は、後ろ足が切
られ上手く歩けませんが、人の傷みが
わかり、皆の人気犬です。希を愛するあ
まり、コピー犬がほしくなった航は・・・。
本に引用された星野冨弘さん(飯田先
生オススメ)の詩が、心に染みます。

学校の中で居場所が定
まらない男子３人が、それ
ぞれの理由からグループ
を結成し笑いで周囲を動
かしていく楽しい話です。
童話作家の机の上に、突然現れた
小さな家。その住人が語る奇譚集。

クラスで孤立していた周が、祖父に
誘われスリランカへ行くことに。そして
茶畑で茶摘の手伝いをしている少女
ジャヤと出会い話をするように。美し
い大自然や、民族間の争いの歴史、に
触れ、自分自身を見つめ直します。
少年９人大人３人で孤島に渡り、海鳥
を捕獲するのがヒルタ島の習わしでし
たが、いつまでも迎えの船が来ません。
不安・飢え・閉塞感に心が蝕まれていく
中、主人公の少年クイリアムがとった行
動とは・・・。史実に基づく物語。
「この本は何度読んでも飽きません。
自分の価値について考えさせられます」
(卒業生 紹介文)

『ほ んとうの願いがかなうとき』
バ ーバラ・ オコ ーナー／著 中野 玲奈／訳
家庭の事情で、おばの住むいなか
町 コルビーに預けられたチャーリー。
毎日幸運のしるしを見つけては、頑な
に、あることを願っています。そんな
彼女が、おば家族や、クラスメートの
ハワード、孤高の野良犬と関わりなが
ら、少しずつ心を開いていきます。

CD視聴ｺｰﾅｰ

図書館を使った授業風景

コンピューター室

？
中
高
生
新
聞

コンピューター室へ

9類 文学の棚

いろんな分野の
本がある！タイトル見
ていると面白そう。

1年生 朝読書コーナー
図書委員オススメ「おいしい本」

(１年) 朝読書 (共通) 立読み
ｽﾍﾟｰｽ

図書館入口
読書週間・先生オススメ
「よみぐすり」

「読書新聞」
「まつぼっくり」
「読書感想文」などの
文集コーナー。古い
ものは準備室に。

