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特集！ 読書月間イベント開催中！

＆

新着図書紹介！

6月は杉並区子ども読書月間です。折りし
も、図書館では１年生が「本の紹介をしよう」
の授業をしています。紹介を聞いて読みたく
なったら、ぜひ読んでみてください。図書委員
が、「○○な人におすすめするシークレット
ブック」も展示しています。
今月のおすすめの本！
933
リ

これであなたも 図書館ツウ！
３０ 社会科学
３１ 政 治
３２ 法 律
３３ 経 済
３４ 財 政
３５ 統 計
３６ 社 会
３７ 教 育
３８．民俗学
３９ 国 防

366
ゲ

について
社会
社会学
会保保障
労働問題
家族問題
社会病理
社会福祉

＊松溪中所蔵の本

ヴィンス・ヴォーター／著
原田 勝／訳

３ 類
360
661
364
366
367
368
369

『ペーパーボーイ』

パピルス(カヤツグリ科)
英語の「ペーパー」は、５０００年前
の紙「パピルス」からきた言葉です。
エジプトナイル川のほとりに茂る
パピルス草のくきで作られました。

岩波書店

小学生のヴィクターは夏休みの１ヶ月だけ、友だち
のラットに代わって新聞配達をすることになります。
彼は野球は得意ですが、すぐにどもってしまうので、
人と話す時とても緊張するのです。1週間ごとの集金
の時に、うまく話せるかがとても不安です。
それでも、配達をきっかけに、多くの大人と出会い、
さまざまな出来事と対峙していく、スリリングであり
シリアスでもある、ひと夏の成長物語です。
作者も吃音者で、この本は回想に近い小説です。
「吃音は治らない、克服するもの」が印象的。

『１４歳からの仕事道』 玄田 有史／著
仕事について、希望と不安
に揺れ動く若者によりそう本。

『神去なあなあ日常』
『弟子』(ｱﾗﾙｴﾝ戦記)

三浦 しをん／著
横浜育ちの平野勇気。高校卒業後はフ
リーターをと思っていた矢先、親と先生か
ら強制的に林業の仕事に就かされます。
携帯も通じない山奥、戸惑いながらも
徐々に林業や人々の暮らしに魅了され
ていく姿が描かれたユーモア満載の本。
「なあなあ」は、神去村の方言です。

ジョン フラナガン／著
素質を見込まれ、レン
ジャー(忍者)の弟子に
なったウィル。戦闘学校へ
進みたかったのですが、
修行を通して、仕事や師
匠が好きになります。ダ
イナミックな冒険物語。

『オレたちの明日に向かって』

『ヴンダーカンマー』 樫崎 茜／著
県立博物館で一日職場体験をすることに
なった男女5人。急に増やされた体験先の
ため、1人ずつ別の部門を体験することに。
はじめは乗り気でなかった人も、一日の体
験を通し何か得るものがあったようで、博
物館の魅力にはまっていきます。5人それ
ぞれの体験・人とのかかわり・成長を、博物
館のバックヤード情報とともに味わって！

展示中
～職場体験学習応援！～
『希望のいる町』
ジョーン・バウアー／著

ウエイトレスをする
高校生の奮戦記。

八束 澄子／著
勉強でも、バスケット部でもいまいち
パッとしない中二の花岡勇気が、総合
学習のジョブトレーニングで保険代理
店の仕事を体験します。その3日間に起
こる様々な事件と、真剣に対応する経
営者今井さんの姿勢から、働くというこ
とや、生き方を考えるようになります。
等身大の主人公像で親しみやすい本。

・他にも、国語辞典を多種類購入しました。
国語辞典ｺｰﾅｰ＆国語辞典クイズ展示中！
調べ比べてビンゴスタンプＧｅｔ！

書名

分類番号

著者名

０１２ セ

世界の美しい図書館

アフロ 他

１０２ ホ

覚えておきたい 人と思想100人

本間 康司

１４１ セ

性格の科学 複雑で豊かな心の不思議

ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ/編

１４１ ダ

だまし絵・錯視大事典

１６４ セ

世界の神々大図鑑

２１３ ス
２９０ ド

出版社

一言コメント

ﾊﾞｲ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 豪華な図書館やユニークな施設100館！

清水書院
日経ＮＧ社

思想家の思いを年表や名言でたどる
性格や人格の謎を科学的に解き明かす

帝国書院

錯視の現象、実用も紹介

金の星社

現代的なイラスト＋興味深いエピソード

写真アルバム 杉並区の昭和

いき出版

昭和７年、東京市杉並区に発展！

ＤＯＯＲ ２０８の国と地域がわかる国際理解地図 全5巻

帝国書院

グラフィオ／編

２９１ニ 19 日本地理データ年鑑２０１９

小峰書店

世界197か国と11の地域を、すべて
同様に見開きで紹介。地図のまわり
には、建造物や風景など、イラストが

３６６ ポ

ポプラディアプラス 仕事・職業 全3巻

３６６ ム

新13歳からのハローワーク

村上 龍

幻冬舎

改訂版は「好き」の入口を教科別に変更

３６６ モ

10年後に失敗しない 未来予想図

森永 てつろ

神宮館

３６９ イ

目の見えない人は世界をどう見ているか

伊藤 亜紗

光文社

目の見えないことを「差異」としてとら
え、どういう世界に生きているのか解説。

４０４ カ

科学の迷信

ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ/編

日経ＮＧ社

７２６ ウ

ヒロマサのお絵描き講座 顔の描き方編

７２６ ウ

ヒロマサのお絵描き講座 体の描き方編

うえだ ヒロマサ／著

廣済堂出版

７２６ ウ

ヒロマサのお絵描き講座 手の描き方編

７５４ フ

オリロボ バトルロイヤル

フチモト ムネジ

８３７ エ

英語で聴く 世界を変えた感動のスピーチ

平野次郎／解説

９１１ ヨ

よみたい万葉集

村田右富実／監修 西日本出版社 イラスト満載、原文・コラムも充実の一冊!

９１３ イ

羊の告解

いとう みく

９１３ オ

オレは、センセーなんかじゃない!

おかざき さとこ

９１３ オ

ひと

ポプラ社

＊リ

９１３ カ ３ ２．４３ 清陰高校男子バレー部 春高編

ソシム

静山社

小野寺 史宜

祥伝社

壁井 ユカコ

集英社

春の高校バレー開幕!勝利の行方は？

学研プラス

樫崎 茜

理論社

９１３ ニ

セパ

虹山 つるみ

ポプラ社

９１３ ヌ

風に恋う

額賀 澪

９１３ ミ

愛なき世界

９１３ モ

水曜日の手紙

ぼくたちは幽霊じゃない (STAMP BOOKS)

文藝春秋

三浦 しをん

中央公論社

＊リ

森沢 明夫

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

＊リ

リック・リオーダン

ほるぷ出版 冒険物語 パーシージャクソンシリーズ
岩波書店

Ｂ９１３ ホ 活版印刷三日月堂

ほしお さなえ

ポプラ社

Ｂ９１３ モ 有頂天家族

森見 登美彦

幻冬舎

Ｂ９３３ リ

紙の動物園

ケン・リュウ

Ｅ９３３

ウエズレーの国

ﾎﾟｰﾙ・ﾌﾗｲｼｭﾏﾝ

ファブリツィオ・ガッティ／著
命からがらアルバニアからイタリ
アへと移民してきたヴィキの家族。
不法滞在者のため自由に出かけら
れず、泥地のバラック生活を余儀
なくされます。けれどもヴィキは
希望を持って学校に通います。先
生や生徒がフォローする姿にも心
打たれる、実話をもとにした物語。

不登校になった翔は。ある日公園で
セパタクローというスポーツに出会い
挑戦する喜びを知る。兄にコンプレッ
クスをもつ主人公の成長物語。

＊リ

ﾌｧﾌﾞﾘﾂｨｵ・ｶﾞｯﾃｨ

『ぼくたちは幽霊じゃないー』

切らずに1枚で折る本格的オリガミロボット

父が殺人を犯し、加害者家族に。家
族は引っ越しを余儀なくされ、中３の
涼平の楽しかった日常は一変します。
心の揺れが丁寧に描かれた作品。

ヴンダーカンマー

９７３ ガ

「ブラックホールは穴」
「大人の脳細胞は増えな
い」など一見正しいようで
実は間違っている、あるい
は正しいと信じられていた
“科学”知識を100個紹介

ＫＡＤＯＫＡＷＡ ＣＤ付き 学習スペースにＣＤラジカセ設置!

９１３ カ

９３３ リ 2 アポロンと5つの神託 ２闇の予言

満載。楽しい国際理解地図。

『風に恋う』

植物研究に没頭する女性を好きに
なってしまった洋食屋の青年。

著者の体験を
モチーフに、アジ
ア的な要素が織
り込まれた不思
議なＳＦ短編７集。

早川書房
あすなろ書房

額賀 澪／著

中学で燃え尽きた基は、高校では
部活に入らないと決めていました。
そんな彼の前に、吹奏楽を始める
きっかけとなった憧れの元部長、
不破瑛太郎がコーチとして現れ…。
青春エンタメ小説ですが、進学・
ライバル・才能に対する葛藤など
が、丁寧にに描かれています。

「ういてる」ウエズレーの自由研究とは?

『活版印刷三日月堂』 ほしおさなえ／著
川越で祖父が営んでいた印刷
所を孫の弓子が再開することに
なります。そこには、心に悩み
や迷いを抱える人たちが訪れ、
物語が展開していきます。昔な
がらの活版で印刷された言葉は
温もりが伝わる、そんな４つの
エピソードが描かれています。

