2019年１２月
杉並区立松溪中学校
学校司書 新木

特集！ クリスマスおはなし会開催！

＆

新着図書紹介！

行事が目白押しだった２学期もあとわずかとな
りました。１６日から冬休み貸出(一人５冊まで)
が始まっています。ぜひ長い？冬休みにじっくり
読む本を選びに来てください。「英語多読の本」
「図書委員からのプレゼント本＆読書クイズ本」
「寒い冬におすすめの本」など展示しています。

図書館からのお知らせ
★朝読書の本、回収日
全学年12月24日(火)
この日にすべて回収します。

今月のおすすめの本！

※冬休みも続けて借りたい人は、延長、
又は借りる手続きをしてください。

★冬休みの貸し出し始まっています。
一人5冊まで
返却期限 １月１０日(金)

１２月の授業より
※３年社会・・・各クラス３時間

『タネの未来 僕が15歳で
タネの会社を起業したわけ』
小林 宙／著
種苗流通会社を起業
したのは中学３年生の
時。伝統野菜の種を守る
ため、全国各地の種苗
店を巡り、新しい流通の
仕組みを目指す著者が
その思いを語った本。

「企業の企画書を完成しよう」
図書館資料とインター
ネットを利用し、自分が
作ってみたい企業の企画書
を作成しました。企業名・
ロゴ・キャッチコピーなど
セールスポイントも盛り込
んだ企画書となりました。

１日目(１２月1６日)
・本紹介『春へつづく』
・読まなきゃわからない
読書クイズ

同じ中学校を舞
台にした８つの短編
が集約されています。
繊細な心情表現が
とても素敵な本です。
(３Ｂ Ｍさん)

933
ウ

『この海を越えれば、わたしは』
ローレン・ウォーク／著
中井はるの・中井川玲子／訳

生まれてすぐに小舟に乗せられ海に流され
たクロウ。流れ着いた小さな島で、オッシュという画家
の男性に見つけられ、育てられます。しかし、隣にある
カティハング島の住民たちは、ミス・マギーの他、クロウ
に触れようとはしません。12歳になったクロウは、かつ
てハンセン病の療養所があったペニキース島が燃えて
いるのを見つけ、自分探しをする決心をします。１920年
代のエリザベス諸島を舞台にした、史実とフィクション
が混じり合った物語で、当時のハンセン病患者や、その
看護者への偏見などが、シビアに描かれています。
一方で、母が残した謎の手紙とルビーの指輪、
海賊のお宝を狙う泥棒などが登場し、スリリング
な冒険物語でもあります。

『春へつづく』 加藤 千恵／著
問題 『穴 ＨＯＬＥＳ』で、
主人公のスタンリーが盗んだと
言われたものは何でしょう？
答え １．ペンケース
２．カバン
３．スニーカー

２日目(１２月1７日)
問題 『一〇五度』で、
主人公のお祖父ちゃんがやっていた
イス の製作所の名前は「大木戸製作所」
ではなく、「大木製作所」です。なぜ戸を
とっぱらって「大木」にしたのでしょう。
答え
１ ドアの製作所と間違われると困るから
２ 個人的に大木の方がよかったから
３ 他に大木戸製作所があったから

・語り『ねずみ経』
・紙芝居『きんのがちょう』
・本紹介『赤毛のアン』
孤児だったアンが、グリーンゲイ
ブルズに来てからの５年間を描いた
物語です。アンの想像力に、村の
人々も読者も魅了されてしまいます。
３年生の朝読書の本ですが、１・２
年生もぜひ！ (３Ｄ Ｍさん)

※出題した「読書クイズ」展示中！

『赤毛のアン』 モンゴメリー／著

他にも、継続の本や、買い替えた本
などもあります。
*リ はリクエスト本

書名

分類番号

著者名

出版社

一言コメント

１５９ タ

生き抜くチカラ: ボクがキミに伝えたい50のことば

為末 大

日本図書ｾﾝﾀｰ 自分が勝てる場所を見きわめる

２１０ マ

図説 室町幕府

丸山裕之

２１３ ト

みる・よむ・あるく 東京の歴史５ (中央区・台東区・墨田区・江東区)

２１３ ト

みる・よむ・あるく 東京の歴史７ (渋谷区・中野区・杉並区・練馬区他)

３２０ヤ

こども六法

山崎 聡一郎

３２９ キ

国籍の？がわかる本

木下 理仁

３７６ ブ

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー

ブレイディみかこ

４００ ア

新しい教養のための理科

４１０ ト

日常にひそむうつくしい数学

冨島 佑充

４１２ カ

数の女王

川添 愛

４３５ フ

窒素の物語 (化学の物語)

ｶﾚﾝﾌｨｯﾂｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ

４３５ ユ

炭素の物語 (化学の物語)

ﾏｰｸ・D.ﾕｰﾘﾝ

４３６ ヘ

金の物語 (化学の物語)

ハル ヘルマン

４５２ イ

日本全国 池さんぽ

市原千尋

三才ブックス 湖沼を訪ね歩いた池マニアの図鑑

４８１ ナ

バイオロギングで新発見! 動物たちの謎を追え

中野 富美子

あかね書房

４９１ ハ

はたらく細胞 人体のふしぎ図鑑

シリウス編集部／監修

４９９ イ

魔女のシークレット・ガーデン

飯島 都陽子

４４０ ウ

宇宙 (小学館の図鑑ＮＥＯ)

４５８ ガ

岩石・鉱物・化石 (小学館の図鑑ＮＥＯ)

４７０ ハ

花 (小学館の図鑑ＮＥＯ)

４７４ キ

きのこ (小学館の図鑑ＮＥＯ)

６２６ ヤ

野菜 (小学館の図鑑ＮＥＯ)

８３４ Ｃ

Ｃｈｉｌｄｒｅｎ’ｓ Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｄ Ｔｈｅｓａｕｒｕｓ

９１３ ク

もえぎ草子

９１３ セ

戎光祥出版
吉川弘文館
弘文堂

法律という社会
のルールによって
決められているこ
とを、小学生にも
わかるように解説!

太郎次郎社ｴﾃﾞｨﾀｽ ちゃんと知らない国籍という概念

*リ 啓明舎

新潮社
誠文堂新光社
朝日新聞出版
東京書籍
大月書店

講談社

ノンフィクション本大賞ｊ受賞！
「貝の殻の形は等角螺旋で表せる」
「花びらの数は、フィボナッチ数?」
「ハチの巣は、経済的な六角形」他、
日常の美しい「数の法則」を体験！
金はその輝くばかりの美しさに目
を奪われ、金のすばらしい性質が
科学の目でとらえられたのは２０世
紀になってから。奥深さを知る本。

知られていなかった動物たちの謎
アニメを使い「からだの仕組み」を！

山と渓谷社
イラストをふ
んだんに使って
英語を英語で
理解するのに役
立つ類語辞典。
楽しみながら
語彙力アップ！

ＤＫ

著者が描く
鳥瞰図で紹介

DK Children

英語の類語絵辞典

久保田香里

くもん出版

枕草子時代を下働きの娘視点で！

傑作はまだ

瀬尾 まいこ

ｴﾑｵﾝ・ｴﾝﾀｰﾃｰﾒﾝﾄ

９１３ ヤ

ペンギンは空を見上げる

八重野 統摩

東京創元社

９１３ ヒ

YA! アンソロジー ひとりぼっちの教室

引きこもりの作家の家に、いきな
り息子と名乗る２５歳の青年が・・・。
血のつながりしかない二人が家族
になれるのかを描いた再生物語。

９１３ ヒ

白の王

廣島 玲子

東京創元者

９３３ ウ

この海を越えれば、わたしは

ローレン ウォーク

さえら書房

９３３ ク

オオカミが来た朝

ジュディス・クラーク

福音館書店

９７３ フ

飛ぶための百歩

ジュゼッペ・フェスタ

岩崎書店

*リ

講談社

*リ

B９１３ オ 記憶屋

*リ 織守きょうや

KADOKAWA

B９２３ オ 折りたたみ北京 現代中国SFアンソロジー

ケン リュウ／編集

B９３３ イ ロボット イン・ザ・ガーデン

デボラ インストール

小学館

B９３３ ギ 雪のひとひら

ポール ギャリコ

新潮社

『 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっと
ブ ルー』
ブ レイディみかこ／著
アイルランド人と結婚しイギリスで暮
らす著者。 カトリックのエリート小学校
から、地域の元底辺中学を選択をした
「クール」な息子が体験してくる驚きの
毎日を、ユーモラスに描いたエッセイ。
多様な問題に直面しながら、しなやか
に成長する息子の姿が心に響きます。

『 ロボット・イン・ザ・ガーデン』
デボラ イ ンストール／著 松原 葉子／訳
主人公のダンは３４歳。仕事に就か
ず、弁護士の妻ともギクシャクし、挫
折感を抱いています。ある日、庭で
壊れかけの旧型ロボット(タング)を
発見、興味を惹かれます。修理して
もらおうと旅する二人の珍道中や、
少しずつ成長する姿が愛おしい。

早川書房

オーストラリアのあ
る家族の日常を４世代
にわたり描いた６つの
短編集。葛藤・不安など
さまざまな思いが語ら
れた、心にしみる本。
３スペースによる
ローテーション型回転
都市を描いた表題作他。
中国社会が垣間見える

雪に託し人生描いた美しい物語

『 飛ぶための百歩』
ジ ュ ゼッペ・フェスタ／著 杉本 あり／訳
5歳の時に失明したルーチョは、
自立した生活を心がけています。
思春期を迎え、目が見えないと思
われることに抵抗を感じるように。
そんな彼をおばのベンは登山に誘
い、山小屋で内気な少女アナーキ
と出会います。二人の成長物語。

