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杉並区立松溪中学校

学校司書 新木

『深い河』 遠藤 周作／著講談社

頼りない雇い主の貴族バーティが、友

達のビンゴやアガサ叔母の引き起こす
様々なトラブルに巻き込まれます。その
度にスーパー執事のシーヴスが知恵を
貸し、見事に解決してしまうという物語で
す。（中略）2人の関係がほのぼのしてい
て引き込まれていきます。（2B 男子）

※応募用紙は、図書館カウンターにあります

しおりデザインまだまだ募集中！

応募締め切りは、11月３０日（月）に延長します。

教職員おすすめ！ シークレットブック

クラス対抗パズル！
ルール
･１冊借りると１枚、パズルピースが引けます。
･廊下に掲示されたパズル台紙に、引いた番号を
合わせてピースを貼ります。
･ただし、１１月２０日までのクラスの延滞本冊数を
考慮し、はずれピースが加えられます。
※延滞本の返却が勝利の鍵を握ります

･今年度は、密を避けるため、学年ごとに
始まる日、パズル設置場所が違います。
（後日図書委員が連絡します）

パズルのピース数
１年生・・・３０Ｐ
２年生・・・３６Ｐ
３年生・・・３０Ｐ

先生からの 「よみぐすり」には、どんな時に読
む本か、コメント、担当医が記されています。

※これを借りると、パズルが２ピースもらえます。
（注: しっかり２週間読むこと。ひとり１袋まで）

今月のおすすめの本

『父さんの手紙はぜんぶおぼえた』

『銃とチョコレート』 乙一／著 講談社

正義のヒーローだって裏は在る。誰だって在ると
いうことを教えてくる本です。（中略）リンツは父を
亡くしてから3年後、父に買ってもらった聖書の中
から地図を見つけます。そしてその地図との出会
いで最後に見つけたものとはー。（2A 男子）

『シーヴスの事件簿』
P・G・ウッドハウス／著

岩永正勝・小山太一／訳 文藝春秋

『百貨の魔法』 村山 早紀／著 ポプラ社

タミ・シェム＝トヴ/著 母袋 夏生／訳

『かならずお返事書くからね』
ケイトリン・アリフィレンカ／マーティン・ギャンダ／著

閉店が近いと言われている星野百貨店。創業者
一族らが人々に愛されてきたデパートを守ろうと、今
日も明日も物を売る。館内に住んでいると噂される
白い猫が織りなす美しく優しい物語。登場人物全て
が温かく、優しく、その優しさが周りを優しくする。
そんな自分を見直すテーマの本です。（2B 男子）

〈説明文〉人生の後悔を胸に抱えた登場人物が、インドのバスツアーに参加
することで出会い、互いの人生やインドの文化に触れることで円熟する物語で
す。題名の「深い河」とはヒンドゥー教徒の聖地、ガンジス河のこと。…(中略)…
13章からなっており、それぞれの登場人物の過去を回顧することができます。
〈推薦文〉(前略)…宗教や異文化という若干難しいテーマですが、様々な心情
をもつ登場人物らと共にそれを知り、考えられるので読みやすいと思います。

アメリカの少女が学校の課題として始めた
文通から、ジンバブエに住む貧しい少年の
人生が大きく変わっていく心温まる実話。

（3C 女子）

「読書郵便」で紹介された本を購入しました

ナチス占領下。ユダヤ人一家の末娘が、家族
と離れ、リーネケと名前を変えて遠い村の医者
コーリーの家に預けられます。優しく守られな
がらも、常に緊張し友だちにも素性を隠す日々。
リーネケの楽しみは、地下抵抗活動員が届けて
くれる、父からの可愛い絵入りの手紙でした。彼
女はなぜ「手紙をぜんぶ覚えた」のでしょう。
10歳の少女に起こった実話をもとにした話です。

今年度の図書館イベントは、密を避け
ながら「クラス対抗パズル」を行います。
学年ごとに開始する日を変えますが、昼
休みに集中しないよう、授業の合間や放
課後も利用しましょう。パズルのテーマ
は「行ってみた（い）世界遺産」です。



049 ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ／編 日経NG社

159 大野 正人 汐文社 

164 江川 紹子 岩波書店

178 米澤 貴紀　他

186 スタジオワーク

209 祝田 秀全／監修

210 山本 博文／監修

210 小和田 哲男／監修

295 昭文社 出版 編集部 昭文社 独自の州憲法、政府組織を持つ州の素顔

320 品川 皓亮 日本実業出版社

320 遠藤研一郎 大和書房

376 富士晴英 他 岩波書店

379 坂本 七郎 大和出版

481 川崎 悟司 SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

588 おのみさ ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 世界中の発酵食品をイラストで解説。

589 福島　槇子 ごま書房新社 何でもスクラップしておく乱歩には・・・

610 前田 亜紀 ポプラ社 植物栽培、ヒナ育てなど 学生の反応は?

704 末永 幸歩 ダイヤモンド社

723 六人部 昭典

723 高橋 明也

726 クマノイ 日貿出版社 かわいい制服と小物２００アイテム

763 ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸ

783 小谷 究　他／監修 日東書院

913 中澤　晶子 国土社

913 斉藤 洋 静山社

913 村山 早紀 ポプラ社

933 スーザン・ニールセン 岩波書店

B913 阿部知里 文藝春秋

B913 遠藤 周作 講談社

B913 桜庭　一樹 角川書店

B913 太宰 治 新潮社 “斜陽族”のもととなった自伝的小説。

B913 河野　裕 新潮社 「いなくなれ、群青」シリーズ完結編

B933 アーサー・C.クラーク 早川書房 「2001年宇宙の旅」続編「2061…」も

B933 アガサ・クリスティー 早川書房

B933 P・G・ウッドハウス 文藝春秋

B933 P・G・ウッドハウス 文藝春秋

地図でスッと入るアメリカ50州

その話、諸説あり。

夢はどうしてかなわないの？

「カルト」はすぐ隣に

神社の解剖図鑑　１・２巻
エクスナレッジ

仏像とお寺の解剖図鑑

地図でスッと頭に入る世界史

旺文社地図でスッと頭に入る日本史

地図でスッと頭に入る戦国時代

日本一やさしい法律の教科書

僕らが生きているよのなかのしくみは「法」でわかる

できちゃいました！フツーの学校

中間・期末テストに強くなる勉強法

カメの甲羅はあばら骨

発酵はおいしい！イラストで読む世界の発酵食品　

もし文豪たちが現代の文房具を試しに使ってみたら

カレーライスを一から作る: 関野吉晴ゼミ

１３歳からのアート思考

もっと知りたい　ゴーギャン　
東京美術

もっと知りたい　　マネ

女子中・高生のイラストブック

パワーアップ吹奏楽！　（選択９巻）

バスケットボールが科学で強くなる！

その声は、長い旅をした

何でアーサー王の世界　２～５巻

百貨の魔法

ぼくだけのぶちまけ日記　(STAMP BOOKS)

烏百花　（八咫烏シリーズ外伝）

深い河

GOSICK　ゴシック　４～6巻

斜陽

きみの世界に、青が鳴る

２０１０年宇宙の旅

スタイルズ荘の怪事件

シーヴスの事件簿 １・２巻

エムズワース卿の受難録

挫折や『キャプテン』（部活系空色ノベルズ）
ちば あきお／原作 山田 明／小説

学研プラス

『サード・プレイス』 ささき あり／著

フレーベル館

どうどす

『笑う化石の謎』ピッパ・グッドハート／著

千葉茂雄／訳 あすなろ書房

スタイルズ荘の女主人が毒

殺された。そこに招かれていた

ヘイスティングズの親友ポアロ
が難事件に挑むミステリー。

１３歳のビルが暮らす村では、良質

な肥料となる化石が発見され、畑が

売られ採掘場になっていきます。失業
した父を助けるため、採掘場で働きだ

したビル。観察力の勝れた彼が見つけ

出したものは・・・。実在するケンブリッ

ジ郊外の村が舞台、苦境にもめげな

い好奇心旺盛の少年が素敵な物語。

4世紀～5世紀頃のイギリスで

活躍したといわれるアーサー

王と円の騎士たちの伝説を、
新しい視点で描いた冒険物語

生活していくうえで、知らないうちに

接している「法律」。社会人になってから

「知らなかった」では大変なことに！

「カットされにくいパス」など、技術面か

らチーム戦術、メンタルや捻挫の予防

まで、科学的に分析しプレーに活かす!
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リ・・・リクエスト 寄・・・寄贈本

紹・・・読書郵便などで紹介された本

＊リ

＊リ

＊リ

＊リ

＊紹

＊寄

ちょっと不格好なイラストだ

けど、人体と比較しているので、

どの部分が発達しているのか

がとてもよくわかる動物図鑑。

それぞれ紹介されている歴史

項目全てに、イラスト・写真・地

図があり、全体像が一目瞭然!
頭の中を整理するときに便利。

＊リ

＊リ

＊リ

＊紹

＊リ

＊リ

うどす

＊寄

全３巻

＊紹

徳川埋蔵金などの歴史、人魂の正体な

どの科学、或いは宇宙。幅広い分野の疑

問と格闘する研究者の諸説を紹介した本

「自分なりのものの見方・考

え方」を身につけるための本。

短絡的に「正解は何？」と考え
がちな人におすすめです。

凶悪な事件の犯罪者となった若者たち

は、特別な人間だったのか？「オウム事

件」が起きた時代背景、彼らの生い立ち、
手記から、分かりやすく解説した本。

中学生の野球部が全

国大会を目指す物語です。

途中、様々な困難に襲わ

れますが、努力でそれらを

乗り越えていきます。
３C 図書委員ｵｽｽﾒ ＆ 紹介文

いじめられた相手を銃殺し、

自殺した兄。ヘンリーは父と

引っ越し、セラピーの一環で
すすめられ、書き綴ったのが

この日記です。彼の心の動き
を感じながら読んでみて！

変わったテイストのマンガが好きだと

言えずグループの話題に合わそうとす

る、頑張って勉強しても授業について
いけないなど、リアルで共感できる悩

みを持った中高生。そんな彼らのため

の、家でも学校でもない居場所「サプリ

ガーデン」を知り、変わっていく４人の

心情を繊細に描いた連作短編集です。


