
今月のおすすめの本！
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『世界のはての少年』
ジェラルディン・マコックラン／著

原田勝／訳 鈴木出版

特集！ 感染症テーマの本展示中 ＆ 新着図書紹介！

2020年６月

杉並区立松溪中学校

学校司書 新木

分散登校が終わりました。昼休みや放課
後など、時間を見つけて図書館に来てくだ
さい。様々な本から知識と想像力が広がっ
ていく、そんな本との出会いができる図書
館を目指します。よろしくお願いします。

図書館からのお願い

カウンターに透明シート設置・

換気・消毒・使用後の本の扱い

方など、十分に配慮しています

が、皆さん自身でも、手洗い・

手の消毒・マスク使用など、気

をつけて利用してください。

『鹿の王』 上橋 菜穂子／著

『風立ちぬ』 堀 辰雄／著

『ブロード街の１２日間』

ロンドンの貧困地区ブロード街に広
がった病。“青い恐怖”と呼ばれ、汚
れた空気「瘇気」が伝染させると信じ
られていました。ジョン・スノウ博士
と、助手として働く「孤児」の少年
イールが見つけた「真犯人」とは？
ビクトリア朝時代の史実が背景の話。

デボラ・ホプキンソン／著

高原のサナトリウムで療養す
る節子と付き添う婚約者。当時
結核は難治の病でしたが、二人
で生きることへの喜びが伝わっ
てきます。作者自身の体験を元
にした、丁寧な心理描写、風景
描写が美しい作品です。

『あん』ドリアン助川／著

イ

『感染症の世界史』石弘之／著

元ハンセン病の徳江から、
どら焼き店で働きたいと頼
まれた雇われ店長の千太郎。
何度も断りますが、彼女が
持ってきた「あん」があま
りにも美味しく雇うことに
します。そして店は繁盛
しますが…。「生きるた
めの意味」を問う作品。

日本の伝統の「上総掘り井戸」を応用しア
フリカで井戸を作る活動をしている著者の記
録。汚れた川の水を飲みコレラ患者が流行す
ることを、井戸により食い止めています。

『わきだせ！いのちの水』
たけたにちほみ／著

〈独角〉という部隊の頭だった
ヴァンは、奴隷として囚われていま
した。 ある夜、岩塩鉱を犬の群れが
襲い、謎の病気で人々が死んでいき
ます。なぜか生き延びたたヴァンは
逃げる途中で幼子を拾います。

一方、東乎瑠帝国の天才医師
ホッサルは、岩塩鉱を調査し、
かつてオタワル王国を壊滅させ
た黒狼熱が原因ではと疑います。

種族族間の争いや病に対する宗教
と科の葛藤など、社会問題 に踏み込
んだ深淵で濃厚なファンタジーです。

全学年、オリエンテーションを行いました。
１年生は閲覧・貸出の時間がなかったので、
ぜひ各自で来館し、借りていってください。

各学年、アンケート
で、今興味を持ってい
て、図書館にあればよ
いと思うジャンルを書
いてもらいました。
今年度の購入本選定に
反映していきます。

6月中、希望者に
貸出１冊プラス券・
しおり・リーディン
グトラッカーなどを

プレゼント！

493 世界史をも変えてしまう人
類と微生物の攻防戦を描く。

舞台はスコットランド西のヒルタ島。少
年９人大人３人で岩だけの孤島に渡り、海鳥を
捕獲するのが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、「カツオドリ王」となった
主人公の少年クイリアムは、年少者に様々な
物語を語ったり、それぞれに「〇〇の番人」に
任命し、過酷な状況を乗り切ろうとします。
迎えの船はなぜ来なかったのか・・・？
史実にをもとに描いた、勇気ある
少年たちの冒険成長物語です。

中央図書館発行
『いま、この本』
で紹介された本
展示中！
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１４１ マ 松村 真宏 徳間書店

２２１ カ 吉田 光男／監修 平凡社

２９０ チ かみゆ歴史編集部編 朝日新聞出版 欄外のトリヴィアでちょっと息抜き

２９１ オ 岡部 敬史 東京書籍

２９０ シ 帝国書院

２９１ イ ＴＡＢＩＺＩＮＥ（Ｗｅｂ） ﾊﾞｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

３３８ ム 村上 世彰 幻冬舎 お金について正面から向き合う！

３６９ イ 今西 乃子 金の星社

３８３ フ 藤原 辰史 農文協

４０７ リ 少年写真新聞社 蔵石先生より。身近な実験多数有

４７０ ハ 花福 こざる 誠文堂新光社

４８０ モ サイ・モンゴメリー 河出書房新社

４８１ ウ 牛田 一成 さ・え・ら書房 腸内細菌学者のフィールドワーク!

４９３ ネ 樋口　進／監修 講談社 学校が始まり生活を戻したい！

４９３ サ 石 弘之 角川書店

５７６ ワ 渡辺 昌宏 岩波書店

６５２ ヤ 安田 喜憲 ちくま書房 都市文明の歴史は森林破壊の歴史!

６６９ ア 青山 志穂 あさ出版 知れば知るほど個性豊かな塩！

８３４ヤ１ 日本語と似ている

８３４ヤ２ ２くらしで使える

８３４ヤ３ ３人生に役立つ

８３４ヤ４ ４文化のちがいがわかる

９１１コ１ 俳句に親しもう

９１１コ２ 短歌に親しもう

９１１コ３ 俳句・短歌をつくってみよう

９１３ イ もうひとつの曲がり角 岩瀬 成子 講談社

９１３ カ 月と珊瑚 上條 さなえ 講談社

９１３ ク 工藤 純子 くもん出版

９１３ ト 戸森 しるこ 講談社

９３３ ボ ヴィンス ヴォーター 岩波書店

９３３ モ マイケル・モーパーゴ 小学館

B９１３イ 今村 夏子 毎日新聞出版 「あやしい宗教」にのめり込む両親

B９１３ツ 辻村 深月 講談社

B９１３ホ ほしお さなえ ポプラ社

E２８９ ア ﾊﾟﾑ・ﾑﾆｮｽ・ﾗｲｱﾝ 光村教育図書

E３６９ ヘ ﾑﾆｮｽ・ｳﾞｪﾝﾁｭｰﾗ かもがわ出版

てのひらに未来

いま君に伝えたいお金の話

金の星社

ネット依存・ゲーム依存がよくわかる本

先生！ウンチとれました

「良い生き物」

おもしろ植物図鑑

理科実験大百科　第１５～１９集

しかけは世界を変える!!

韓国歴史地図

新・世界の国々　　全１０巻

ぼくたちのリアル

コピーボーイ

フラミンゴ・ボーイ

冷たい校舎の時は止まる　　上下巻

難民になったネコ

マリアンは歌う

星の子

活版印刷　三日月堂 (２) 海からの手紙

いちばん美しい季節に行きたい日本の絶景３６５日

食べるとはどういうことか

地理×文化×雑学で今が見える世界の国々  

くらべる京都

くもん出版編集部

　　くもん出版

声に出して楽しもう
俳句・短歌

小島 ゆかり
神野 紗希
　　　　　／監修

森と文明の物語―環境考古学は語る

心のおくりびと　東日本大震災復元修復師

香りと歴史７つの物語

感染症と世界史

日本と世界の　塩の図鑑

やさしい英語のことわざ　

『フラミンゴ・ボーイ』

マイケル モーパーゴ／著 杉田 七重／訳

・・・寄贈本 ・・・リクエスト本

『もうひとつの曲がり角』 岩瀬 成子／著

*キ

京都の風物詩「川床」。〈かわどこ〉は

貴船にあり、〈かわゆか〉は鴨川の座

敷・・・、など風情ある京都の文化を写真

付きで味わえる『目で見るシリーズ』。

"Easier said than done."（言うはやすく 行なうは

難し）など似ているものから、”Still waters run deep
〈静かな川は深く流れる〉”（能ある鷹は爪を隠す）の

ように文化の違がわかるものまで、４コマ漫画と解説で

学習できます。

引っ越してきた朋は、母に押し付

けられ英会話スクールに通ってい

ましたが、ある日、隣の道を入って
みたことで不思議な体験をします。

小5の朋、中1の兄が抱く家族への
感情など、思春期の揺れ動く気持

ちが細やかに描かれたちょっと

ファンタジー要素のある作品です。

しかける側としかけられる側、「目的の

二重性」に気付くと楽しくなる！

*キ

*リ

*キ

吃音少年の成長を描いた『ペーパー

ボーイ』の続編。大学を控え、ヴィクター

は新聞社でコピーボーイをしていまし
たが、大切な故人との約束を果たすべ

く、一人でニューオリンズへ。自分の世
界を広げていく大人への旅の物語。

中学２年生の琴葉は、居候をしな

がら父の町工場で働く１７歳の天馬

が何となく気になっています。そん
なある時、父が大口の注文を断っ

たせいで、工場の経営が苦しいと
知ります。家族や平和についての

問題を考えながら、未来を模索し

ていく二人の姿が描かれています。

沖縄育ちの珊瑚は勉強

が苦手、祖母から民謡を

教わっています。ある日
「オスカル」みたいな月

(ルナ）が転校してきて・・・。
沖縄の「今」を描いた話。

『てのひらに未来』 工藤 純子／著

*リ

「る

*キ

マンガと写真でゆるーく楽しむ、身近

に生えている草花の魅力が満載の図鑑

8人の小中高生たちと対話しながら、

様々な観点で「食べること」を考える。

アレクサンドロス大王を虜にした乳香、

織田信長が切望した蘭奢待など。

難民家族とはぐれた

猫が、行動力あふれる

優しい人たちに助けら
れ、5000キロもの旅を

し、奇跡的に家族と再
会した実話を絵本に。

頭に絵画が落ちてきた!？

ひょんなことから始まる僕

の旅。カマルグで倒れた

僕に親切にしてくれた人

には悲しい過去が…。

(２年女子紹介文)


