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特集！「

第73回読書週間標語
1o/27～11/9

しおりデザイン募集！

ルール
・もらって気持ちの良いデザインであること
・オリジナルの絵であること（キャラクターは×）
応募締め切りは、11月30日（金）です。

金木犀の甘く爽やかな香り
が漂いはじめました。さて、
10月２７日から11月9日は
読書月間です。「しおりの場
所で待ってる」本や、新しい
本をゆっくり読んでみては？

※応募用紙は、図書館カウンターにあります
今月のおすすめの本！

教職員おすすめ！ シークレットブック
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）

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。
･１１月１日から始めます。ただし、１０月３０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

美術館の学芸員でもある原田 マハさんの本

『楽園のカンヴァス』
巨匠アンリ・ルソーの大作「夢」とそっくりな
絵の真贋をめぐって、競い合う二人の学芸員
を描いたミステリー仕立ての話ですが、作中
に登場する絵画も見てみたくなる本です。

『暗幕のゲルニカ』
ＮＹで学芸員を務める瑤子は、「戦争とピ

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

カソ」展で、スペインにある「ゲルニカ」の展
示を企画しますが、そこには大きな障壁が・・・。
現在とピカソの時代（戦争前夜）が、そして史
実とフィクションが、絶妙に交差しながら展開
していく上質なアートミステリーです。

『アート少女』

『べラスケスの十字の謎』

花形みつる／著
優秀な先輩たちが引退し、
廃部の危機が迫った美術部。
部長 根岸節子が個性豊かな
部員たちとともに、県展入賞
をめざし奮闘するコメディー
タッチの部活動小説です。

エリアル・カンシーノ／著
17世紀中ごろ、親に捨てられたイタ
リアの少年ニコラスはスペインの宮廷に
連れてこられます。そこで宮廷画家ベラ
クレスと出会い、ネルバルと名乗る謎の
男の進言によりニコラスは製作中の絵に
描き加えられることになります。
この物語は、実在する名画「侍女たち」
に描かれた小人の少年ニコラスが重要な
鍵となる歴史ファンタジーです。

「あきらめないヤツは強い」
（文見返し文中より）

『スピニー通りの秘密の絵』

※同じ絵を題材にした『宮廷のバルトロメ』もあります。

Ｌ．Ｍ．フィッツジェラルド／著
ニューヨークが舞台。美術館の警
備員だった祖父が事故で亡くなる間
際に伝えた「卵の下を探せ」という
謎めいた言葉。１３歳の少女セオは、
その言葉を手掛かりに、１枚の絵を見
つけますが・・・。セレブな友人ボー
ディと謎解きに挑む、歴史的事実を
背景にした美術ミステリーです。

『カンヴァスの向こう側』
フィン・セッテホルム／著
絵を描くことが好きな少女リディアは、ある日を
境に触れた絵が描かれた時代にタイムスリップし
てしまうようになり・・・。素顔の巨匠に出会える本。

『名画で読み解く イギリス王
家12の物語』 中野 京子／著
「怖い絵」で有名になった『レディ・
ジェーン・グレイの処刑』など、オール
カラーの絵と、わかりやすい解説で
「名画」を鑑賞。それに絡めて、複雑
なイギリス王家の歴史が学べます。

他にも、鎌倉校外学習用の新刊もあります
*リ は生徒、先生からのリクエスト本

書名

分類

著者名

出版社

一言コメント
偉人たちがどう悩み、考え、結論を
見いだしたかを名言とともに紹介。

０５９ ギ ギネス世界記録 ２０２０

ｸﾚｲｸ・ｸﾞﾚﾝﾃﾞｨ

角川アスキー

１００ コ ちゃんと悩むための哲学～偉人たちの言葉～

小林 和久

朝日学生新聞社

多賀 譲治

理工図書

210.4 タ

知るほど楽しい鎌倉時代

２１９ ス 図説 鎌倉府 構造・権力・合戦

杉山一弥／編著

２８８ ナ 名画で読みとくイギリス

中野 京子

２８９ タ 自由への道

池田 まき子

戎光祥出版
光文社
学研

１．中東編

３１９ セ

３１９ セ 世界の人びとに聞いた ２．アメリカ・アフリカ編
３１９ セ １００通りの平和

／監修

３．アジア編
*リ

３１９ セ

伊勢崎 賢治

かもがわ出版

４．ヨーロッパ編

３０４ セ 世界がもし１００人の村だったら 完結編

*リ

４３１ デ 電池はどこまで軽くなる?

池田 香代子他
電気化学会／編集

これは異常気象なの
４５１ ホ
か？

２．台風・竜巻・豪雨

４５１ ホ

３．猛暑・寒波・豪雪

保坂直紀／著
こどもくらぶ／編

４５３ タ 火山のしくみパーフェクトガイド

食料やエネルギーの自給は？

丸善出版

リチウムイオンについて知ろう!

岩崎書店

猛暑・豪雨・大型台風・竜巻、普段とは
違う異常気象が毎年のように起こるよう
になった昨今、わかりやすく解説された
本をよんでみては？

高橋正樹／編著

誠文堂新光社

４８０ ザ 続々 ざんねんな生きもの事典

*リ

今泉 忠明／監修

高橋書店

４９６ ミ 見るだけで目がよくニャる猫の写真

*リ

本部 千博／監修

マキノ出版

５２１ ヨ 鎌倉近代建築の歴史散歩

吉田 鋼市

７２１ チ 鳥獣戯画を読みとく

五味 文彦／監修

７２３ ニ 日本の文様

見る人の想像力をかきたてる！

９１３ イ ノーサイドゲーム

池井戸 潤

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

９１３ カ いつかの岸辺に跳ねていく

加納 朋子

幻冬舎

汐文社

９１３ コ 真田十勇士外伝 忍び里の兄弟

*リ

小前 亮

９１３ コ 告白 〈講談社ＹＡアンソロジー〉

*リ

小林 深雪 他

講談社

原田 マハ

新潮社

*リ はらだ みずき

KADOKAWA

９１３ ミ 十四歳日和

水野 瑠見

９２８ チ 清代の怪異小説 聊斎志異

蒲 松齢

９３３ フ 東国 上 （アラルエン戦記１３）

*リ

９３３ ユ EVERYTHING EVERYTHING
９４３ フ 魔法の言葉

ジョン・フラナガン
ニコラ・ユン

講談社
さ・え・ら書房

静山社

９６３ カ ベラスケスの十字の謎

ｴﾘｱｾﾙ・ｶﾝｼｰﾉ

徳間書店

B913 ナ 草枕

夏目 漱石
『十四歳日和』

にわかファンが増えたラグビー小説
大人しいが、時々不可
解な徹子と、それを見守
る幼馴染の護。二人の視
点で語られる謎めいた
物語の結末は・・・。

「聊斎志異」から優れた
作品を収録。狐、幽霊，妖怪、
仙人、花の精など、人間ば
なれした主人公が不思議
な世界を繰り広げる。

岩崎書店

WAVE出版

『EVERYTHING EVERYTHING』

〈１〉アニメーター〈２〉声優〈３〉監督・背
景美術・音響他 人気の仕事に迫る。

小峰書店

コーネリア・フンケ

*リ

保健室に展示中！（10/10目の日）

岩崎書店

ﾒﾃﾞｨｱﾋﾞｭｰ／編集

Ｕ１６～Ｕ１８ 3巻

『もっとざんねんな生きもの』 も

鎌倉の近代建築50件の魅力！

７７８ ユ 夢活！なりたいアニメの仕事 全3巻

９１３ ハ 高校サッカーボーイズ

噴火予知など最新科学情報も！

港の人

ﾊﾟｲ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

９１３ ハ 楽園のカンヴァス

「平和」についてのイ
ンタビューを通し、その
国が考える「平和」を調
べ、背景にある歴史や国
際問題を解説した本。

ﾏｶﾞｼﾞﾝﾊｳｽ

１．気候ｼｽﾃﾑに異常が?

４５１ ホ

奴隷として過酷な少女時
代を過ごしたハリエットは、
強い意志で自由を求めて
逃亡。「地価鉄道」の一員と
して多くの奴隷を救います。

小学館

水野瑠見／著

副題―わたしと世界のあいだに
魔法三部作の完結編
俗世から離れようと旅をする画家は山
中の宿で美しい女に出会います。

『高校サッカーボーイズ』 はらだみずき／著

ニコラ・ユ ン／著 橋本 恵／訳
マデリンは、あらゆる物にアレ
ルギー反応を起こす難病のため、
17年間家を出たことがありませ
ん。ところが隣に背の高いオリー
が引っ越してきて興味津々。まさ
しく命がけの恋が始まります。

中学で「日向」グループに入り、小
学生の頃の親友を避ける葉子、初恋
をし急に女らしく振る舞う幼馴染に
戸惑うたける他。14歳の揺れる心を
瑞々しく描いたクラスメイトの一年間。
何かをきっかけに変わることができ
る、と勇気づけられる連作４話です。

この本は高校生の青春が感じられる
本です。主人公の遼介は、1・2年は全
く試合に出られない苦悩な日々が続い
ていました。そしてラストシーン。果たし
て遼介はピッチで輝けるのか。すごく読
みやすい本なのでぜひ読んでください。

U16～U18

(２Ｂ 加藤君 リクエスト・紹介文)

