
０ 総記

１ 哲学

２ 歴史

３ 社会科学

４ 自然科学

５ 技術

６ 産業

７ 芸術

８ 言語

９ 文学

今月のおすすめの本！
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特集！ ホロコースト関連の本展示中 ＆ 図書館案内！

2019年９月

杉並区立松溪中学校

学校司書 新木

図書館からのお知らせ

★督促状を配布しました。速やか

に返却してください。

★１０月より図書館利用カードが

登場。入学時からの貸出冊数が

３０冊を超えた生徒が対象です。

★また、６０冊を超えた生徒は、

朝読本＋３冊借りられます。

『広島の原爆』
那須正幹／著
西村 繁男／ｲﾗｽﾄ

『ハンナのかばん』
―ｱｳｼｭﾋﾞｯﾂからのﾒｯｾｰｼﾞ
カレン・レビン／著

石岡 史子／訳

これであなたも 図書館ツウ

３６０ 社 会

３６1 社 会 学

３６２ 社会史、体制

３６３

３６４ 社会保障

３６５ 生活・消費者問題

３６６ 職業・労働問題

３６７ 家族・女性、高齢者

３６８ 貧困・社会病理

３６９ 社会福祉

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．風俗、民族

３９ 国防．軍事

第1次区分 第２次区分 第３次区分類 網 目

ヤ
『パヤタスに降る星』

舞台はナチス政権下のドイツ。今まで普通
に暮らしていたユダヤ人が急速に迫害され
ていく様子、そして、子供までもが犠牲に
なっていく悲惨な状況が描かれています。

『ぼくたちに翼があったころ
コルチャック先生と１０７人の子どもたち』
タミ・シェム=トヴ／作 樋口 範子／訳

ユダヤ人への差別が進む時代のポーランド。
子どもへの体罰も当たり前の時代、コルチャック
先生が設立した児童養護施設《孤児の家》では、
子どもが自治を任され、新聞を発行したり、裁判
を行ったりしていました（実話）。ヤネク（架空の
人物）は、ひどい境遇のせいでかなりの問題児
でしたが、《家》で暮らし、数々の失敗や経験を
経て変わっていきます。その姿に心打たれます。
ナチスの侵攻という悲劇の前に、彼らが先生

方のおかげで、楽しく暮らしていたという
事実も心に留めておいてください。

ある著名なヴァイオリン奏者
がモーツアルトの曲だけは演奏し
ないというのです。実は、彼には、
モーツアルトの演奏にまつわる
つらく悲しい記憶を持った父親
の存在があったのです。

『モーツァルトはおことわり』

マイケル・モーパーゴ／著
さくまゆみこ／訳

368

山口 千恵子／著 葉 祥明／絵

★３年『挨拶』の授業より… 図書館で原爆
に関する様々な本を読み、紹介、共有し合いました。

この本は絵本ですが、当時の
広島の町の様子や、暮らしぶりが
リアルに伝わってきます。何年もか
けてインタビューをした一人一人
の絵が描きこまれているからです。
また、この絵本には原爆の構造、原
爆投下の歴史的背景なども詳細に
書かれています。目標都市がどの
ように決められたかは２１ページに。

第二次世界大戦中、13歳だったユダヤ

人少女ファニーの実話です。フランスに
暮らしていたファニーは、ナチスの迫害
から逃れるため、手を差し伸べてくれる
人たちに支えられ、子どもたちだけで
スイスに逃避行します。不安を押し殺し
妹や仲間を救うため奔走する姿が感動的。

『ファニー 13歳の指揮官』
ファニー・ベン=アミ／著

伏見 操／訳

*ごみ山の子どもたちから届いた
いのちの贈り物

『あのころフリードリヒがいた』
ハンス・ペーター・リヒター／著

１３歳でホロコーストの犠牲
になったハンナ。５０年後、彼女
が残したかばんを展示したこ
とがきっかけで、石岡史子さん

のハンナ探しが始まります。

２７日
石岡史子さんの講演会
関連図書展示中！

「Ｗ杯ラグビー2019」が始まりました。日本での開催で、とても注目
されています。改めて知ると、そのルールや精神の奥深さに感動します。
『ラグビーのルール』の巻末に記載された「ラグビー憲章」は必見です。
また、出場国の中には、聞きなれない国もあります。加藤入馬先生推薦

の『208の国と地域がわかる国際理解地図 ＤＯＯＲ』なら見開きで楽し
く情報が得られます。―ナミビアのお国自慢は「世界一美しい星空！」など―

図書館では、後期図書
委員が活動を始めます。
よろしくお願いします。

https://2.bp.blogspot.com/-Cmvu1wHYjQk/UOFKCAktHsI/AAAAAAAAKDs/29TPBCRpLv4/s1600/bunbougu_kokuban.png
https://2.bp.blogspot.com/-Cmvu1wHYjQk/UOFKCAktHsI/AAAAAAAAKDs/29TPBCRpLv4/s1600/bunbougu_kokuban.png
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新書を読んで
説明文に慣れよう！
新着本もあります

窓側から移動。
「読書感想文」など様々
な文集があります。

「まつぼっくり」の古いもの
は司書室に。

図書館入口

低書架、上部スペース
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ーストーリーで楽しむ日本の古典 全２０巻ー

中高生に人気のある作家が自分なり
にアレンジして語った古典シリーズ。
現代文になっていてすらすら楽しめます。
★他にも、「少年少女古典文学間」シリーズ

「角川ビギナーズクラシック」などもあります

『落窪物語』 越水 利江子／著

高貴な生まれのお姫さまなのに、
継母にいじめられ、粗末な身なりで、
縫い物をさせられています。やが
てすてきな貴公子が現れて、落窪
を救い出そうとします。 まさに、
シンデレラストーリー。このお話が
１０世紀末に書かれ、『源氏物語』に
影響を与えたといわれています。

『とりかえばや物語』・・平安時代
の男女入れ替わり物語も、オススメ

戦記・武将の話
『平家物語』
『太平記』
『仮名手本忠臣蔵』
『南総里見八犬伝』

怖いお話
『雨月物語』
『東海道四谷怪談』
『怪談牡丹灯篭』
『真景累ヶ淵』

恋愛・物語
『落窪物語』
『とりかえばや物語』
『伊勢物語』
『枕草子』
『百人一首』

旅・随筆
『おくの細道』
『東海道中膝栗毛』
『徒然草』
『更級日記』

昔話・神話他
『古事記』
『大鏡』
『今昔物語集』

『東海道中膝栗毛』
越水利江子／著

古典ｺｰﾅｰ

名著・名作ｺｰﾅｰ 中身は綺麗な日本と世界の
『少年少女文学館』シリーズなど。
大内先生が、カバーをデザイン
してくださり、リフォームしました。

生徒が作成した歴代の
「読書郵便」・「読書新聞」
「まつぼっくり」・「美術部誌」
などを集め、展示しています。
そばに設置した椅子に座り
ゆっくりと紹介文を読んで、
借りる本を決めたり、作品作
りの参考にしたりしてください。

Before
After

『人物で探る！
日本の古典文学』

作品がつくられた
時代や文化など
の背景を絵や図で
わかりやすく解説。

東海道を旅する、弥次
さん北さん。お金を盗ま
れたり、女装したり、その
珍道中ぶりが楽しく描か
れています。とぼけた二
人が江戸弁で掛け合う
様子がとても楽しい。

十五人の少年を乗せた帆船が
遭難、嵐を切り抜け見知らぬ地
に漂着しますが、無人島で…。
彼らは船から道具を持ち出し、
洞穴を見つけ移り住み、知恵と
勇気を振り絞り、生き残るため
に自給自足生活をします。無事
戻れるのか？そこで織りなされ
る人間模様から目が離せません。

『十五少年漂流記』
ジャッキー・フレンチ／著

司書のオススメ

世界 日本シェイクスピア

どれも名作！ 大内先生オススメの本は？



分類番号 著者名 出版社 一言コメント

００２ ナ 名古谷 隆彦 岩波書店

０５９ ア 朝日新聞出版

２０４ ス ダニエル・スミス 日経NG社

２３５ チ 遅塚　忠躬 岩波書店

２９０ ス ダニエル・スミス 日経NG社

291.3 カ ＪＴＢﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

291.6 チ 上杉和央他／編著 風媒社

３６１ ツ 堤 未果 岩波書店

３９３ リ りぼん・ぷろじぇくと マガジンハウス

４０２ カ かこ さとし 童心社

４３０ モ 盛口 満 岩波書店

４４２ ミ 三品 隆司 岩崎書店

４５７ ウ マリー・ステルブ他 日経NG社 ７つの謎で解き明かすタ一個の世界

４８０ ザ 今泉 忠明／監修 高橋書店 『もっとざんねんないきもの事典』も

５２１ カ 香川 元太郎 東京堂出版 江戸城から町家まで分解！

７８２ ヒ 平岩 時雄 筑摩書房 UQコードでやり方を確認！

８１６ セ 瀬戸 賢一 岩波書店

９１１ ○ あすなろ書房

９１８ ス 岩崎書店

９０８ ゴ 桃戸 ハル／編著 学研プラス

９１３ カ 

９１３ カ

９１３ ナ 梨屋 アリエ ポプラ社

９１３ ヨ １

９１３ ヨ ２

９１３ ヨ ２

９１３ ヨ ３ がんば！卓球部

９２９ ベ ファニー 13歳の指揮官 ファニー・ベン=アミ 岩波書店

９３３ コ リスタート ゴードン・コーマン あすなろ書房

９３３  ブ K・B ブラッドリー 評論社

９３６ ソ リ・ソンジュ他 徳間書店

Ｂ９１３ サ 坂木　司 新潮社 天文部の高校生男女４人の物語

B913 タ 武田 綾乃 宝島社 人気!　響け ユーフォニアムシリーズ

B913 ミ 宮下 奈都 光文社 多感な少女が成長する姿を描く

B933 リ ２ ケン・リュウ 早川書房 アジアを意識したＳＦ短編集！

日本語を味わう名詩入門　全20巻

９９％の人が速くなる走り方

日本語のレトリック

ストーリーで楽しむ日本の古典　全

分解図鑑 日本の建造物

メンソーレ！化学

フランス革命

月を知る

スーパービジュアル再現　羽毛恐竜と巨大昆虫

社会の真実の見つけかた

続々　ざんねんないきもの事典

書名

朝日ジュニア学習年鑑２０１９

絶対に行けない世界の非公開区域９９

科学者の目

地図で楽しむ 京都の近代

新・戦争のつくりかた

歩いて楽しむ　鎌倉　湘南　地図で歩く２６コース

質問する，問い返す－主体的に学ぶということ 

絶対に見られない世界の秘宝９９

リア友（NHKオトナノベル）

もののあわれ

スコーレNo4

ソンジュの見た星　路上で生きぬいた少年

立華高校マーチングバンドへようこそ 前後編 

夜の光

ネトゲ中毒（NHKオトナノベル）

わたしがいどんだ戦い　１９４０年

鎌倉 ましろ 金の星社

５分後に意外な結末ｅｘ　アクアマリンからあふれる涙

ユーチュー部 ! ! 駅伝編

きみの存在を意識する

学研プラス

新日本出版
どんまい！卓球部

ユーチュー部 ! !　 (部活系空色ノベルズ)
山田 明

横沢 彰

『リスタート』 ゴードン・コーマン／著

千葉 茂樹／訳

『立華高校マーチングバンドへようこそ』

武田 綾乃／著

他にも、継続の本や、買い替えた本

などもあります。

はリクエスト本

読んだ本の読書カード

を提出し、班ごとに数を

競わせる担任。理解され
にくい困難を抱えた生

徒たちの心の動きを描
いた連作短編集５話。

『ソンジュの見た星 路上で生きぬいた少年』

リ・ソンジュ ＆ スーザン・マクレランド／著

屋根から落ちて記憶喪失になっ

たチェース。自分はアメフトのスター

選手である一方、どうもいじめや問
題行動の中心人物だったようです。

他人の人生を歩むようなとまどい、
いらだち、そして次々と起こる事件。

チェースの「自分探し」の結末は？

４１人の科学者のす

ぐれた業績や成果を

そのあやまりも含め
紹介。彼らの観察・洞

察、そして構想したこ
とをも語り、若い読者

へ追求を託した本。

*リ

桜花中学陸上部の６人は、存在

感ゼロ。サッカー部とグラウンドを

賭けた陸上勝負をし負ける始末。
そんな彼らがユーチューブを参考

にして練習し、覚醒していきます。

*リ

*リ

*リ

*リ

*リ

*リ

「消えたロアノーク植民地」・

「ライト兄弟の特許」など、二度と

みられない秘宝が失われるまで
の秘話と捜索の手がかりを解説。

正解のない問いを深く考える

態度や対話の大切さが語られる。

平壌で何不自由なく暮らしていた

ソンジュでしたが、父が失脚し北部へ

引っ越すとすべてが一変します。 家、
両親を失った彼は路上生活を送るこ

とに・・・。16歳で脱北した著者が、苛酷
な状況でも仲間と力を合わせ生き抜

いた数奇な少年時代を綴った話題作。

*リ

著者が沖縄の夜間中学で行った授

業。生活に結びついた楽しい化学。

*リ

説得力を高め、表現を魅力的

にするレトリック(修辞法)を、文章

で用いられる３０の形に分類し、
名作を引用しながら詳しく解説。

『― １９３９年』の続編。

エイダは手術を受け歩

けるようになりますが、
心の傷は癒えません。戦

争も激化するなか、乗り
越えられるでしょうか。

『響け！ユーフォニアムの』番外編。

ヒロイン久美子の中学時代の友人、
佐々木梓の通う立華高校はマーチン

グの強豪校としても有名。本作では
梓の吹奏楽に打ち込む姿が描写されています。

ありえたかもしれないもう一つの青春に、今あなた
も飛び込みませんか。 （３Ｃ竹田さん・紹介文）


