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特集！ 新年お楽しみイベント開催します！＆新着図書紹介！
今年はいよいよ東京オリンピックの年です。さまざま
な環境整備が進み、木をふんだんに利用した国立競技
場も完成しました。一方、世界中のアスリートや観客を
迎える準備としては、異文化や多様性を受け入れ、心
からのおもてなしを目指すことが大切となります。
ぜひ、図書館を利用し、多様な文化に触れてください。

図書館からのお知らせ
・３学期の朝読書は、８日から
始まりました。既読の本の場合
など、借り換えに来て下さい。
・冬休み貸出の本の返却期限
は１月１０日(金)です。

今月のおすすめの本！

令和二年 子年
今年もよろしく
お願いします
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しおりコンクール人気投票結果発表
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『すぐそこにカヤネズミ』

481

合計５１名が人気投票
に参加してくれました。
今回応募してくれた皆
さん、ありがとうござ
いました。応募の２２
作品、どれもとても素
敵でしたので、すべて
の作品を、２０２０年
の返却日お知らせ用し
おりとして採用します。
お楽しみに！

本川 達雄／著
カヤネズミは日本で一番小さなネズミで、草
の上にもちょこんと乗れるそうです。そして茎についた
ままの葉をさいて巣を作り、一生を草むらで過ごすの
だとか。 この本は、カヤネズミを研究し続ける著者が、
出会いやその生態、絶滅に瀕した現状やどう守って
いくかなど、体験をもとに紹介しています。カヤネ
ズミを何とか捕獲し飼いはじめて「サ行の音に反応
する」などを発見したこと、カヤネズミの目線で行
動することで「カヤセンサー」が働くようになった
こと、そこからひらめいた守るためのアイデア
など、研究者の情熱が伝わってくる本です。

こんな本もおすすめ！
『ハリネズミの願い』

Ｔさん

長山 さき／訳

図書館発！ 新年お楽しみイベント
内容の紹介！
その１ 本のおみくじ
お正月企画。来館者は、本のお
みくじを引くことができます。
一人１回限りです。
当たりを引くと福袋Get!
なくなり次第終了です。

その２． 福袋
当たった人は、福袋が選べます。
あなたにおすすめの本と 当たり
さまざまな景品が入って
います。お楽しみに！

トーン・テレヘン／著

ハリネズミのスタンプ
が押してあったら、
限定バージョンのしおりか
プラス１冊券がもらえる！

自分のハリがコンプレックスで、
臆病になっているハリネズミ。動物た
ちを家に招待したいと手紙を書き始め
たものの、相手の反応が気になり、どん
どん妄想が膨らみます。ネガティブな
ハリネズミにやすらぎは訪れるのでしょうか？

『ゾウの時間ネズミの時間』
本川 達雄／著
ゾウの寿命は100年、ネズミの寿命は
たった数年、でも呼吸する回数は一緒。
体のサイズが違う生き物の目線を科学的
に分析する本書に、新年ぜひ挑戦を！

*おすすめの本(特別貸出枠)
*プラス一冊貸出券
*購入した本の付録・展示会景品など

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

B１５９ ホ スヌーピー きみと話がしたい
２１０ ワ

ほしの ゆうこ

図説 大江戸さむらい百景

出版社

朝日新聞社 人生の様々なメッセージが！

渡辺 誠

B２９１ ア 浅草謎解き散歩

学研

川上千尋他／編集

１５歳から、社長になれる ぼくらの時代の起業入門

家入 一真

４３１ シ

最強に面白い!! 周期表

桜井 弘／監修

４３１ ト

ｲﾗｽﾄでｻｸｻｸ覚える 東大生 元素ノート

東大ｻｰｸﾙ CAST

４９８ サ

「食品の科学」が一冊でまるごとわかる

４８９ ハ

すぐそこにカヤネズミ

５２６ マ

東京スカイツリー物語

松瀬 学

５３６ ミ

ぼくは「つばめ」のデザイナー

水戸岡 鋭治

５９６ ヤ

江戸から伝わる味をたずねて

柳原 尚之

７９８ ア

あやとり大百科

加藤 俊徳／監修

９０８ ゴ

5分後に意外な結末ex 白銀の世界に消えゆく記憶 *リ 桃戸 ハル／編著

学研プラス

B９１１イ

眠れないほどおもしろい 百人一首

板野 博行

三笠書房

９１１ シ

くじけないで

柴田 トヨ

飛鳥新社

９１３ ア

桐島、部活やめるってよ

朝井 リョウ

集英社

９１３ コ

ぼくのまつり縫い 手芸男子は好きっていえない

神戸 遥真

偕成社

９１３ ソ

卒業 (ＹＡｱﾝソロジー)

*リ

講談社

９１３ ヒ

秘密 (ＹＡｱﾝソロジー)

*リ

講談社

９３３ グ

貸出禁止の本をすくえ！

アラン・グラッツ著

ほるぷ出版

９３３ ブ

野生のロボット

ピーター・ブラウン

福音館書店

Ｂ９１３ カ 京都下鴨 なぞとき写真帖

柏井 壽

ＰＨＰ研究所

Ｂ９１３ ヒ パラレルワールド・ラブストーリー

東野圭吾

Ｂ９３３ ム トラッシュ

アンディ・ムリガン
ピ ーター・ブラウン／著

イースト・プレス 起業の流れや体験談を紹介！
ﾆｭｰﾄﾝﾌﾟﾚｽ

試験によく出る大事なポイント!

斉藤勝裕

ペレ出版

科学の目で、「食品」を解説！

畠 佐代子

くもん出版
KKﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ
講談社
池田書店
西東社

講談社
ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ

神戸 遥真／著

ケガでサッカー部を休みズボンの
すそ上げをしていた優人は、強引に
被服部の助っ人にされてしまいます。
実は裁縫が好きな彼、その恥ずかし
さや、友だち付き合を意識し本心を
隠します。被服部の個性的な仲間と
発表会の衣装作りをしながら、本当
の自分に向き合えるのでしょうか。

遭難した貨物船から無人島に流れ着
いた新品ロボットのロズ。ラッコにスイッ
チを押され起動します。野生で生き抜
くために、動物の行動を観察しながら、
言葉がわかるようになっていきます。
はじめは避けられていたロズですが、
ある時ガンの赤ちゃんを育てることに。

朝読書について
生徒会が設置しているご意見箱に、
・「朝読書の本を自分の家から持ってきたい。」
という意見があり、その対応として、
「朝読書に関するルールのあいまいな部
分を図書委員と確認しお伝えします。」
とありました。 ―生徒会新聞より
年度初めに先生から
説明された朝読書の
ルールを確認！
一 週 間く ら い
は読んでみる

１１８元素を徹底紹介！

すばる舎

『 ぼくのまつり縫い』

前沢 明枝／訳

「インターン制は江戸時代にも」他

KADOKAWA ”浅草っ子”だけが知っている!

３３５ イ

『 野生のロボット』

一言コメント

電車のデザインに携わったきっ
かけや、大切にしていることなど
が語られた写真や図が満載の本。

江戸の料理本と現代を食べ比べ!

手と頭を柔らかくしよう！
注文中！予約できます
９０歳を超えてから、詩を書き始
めた著者の瑞々しい感性が凄い！
バレー部の主将桐島
が、突然部活をやめた
ことが、同じ高校に通う
５人に影響していきます。
それぞれ違う部に所属
する５人を通して描かれ
た連作短編集です。
ゴミ捨て場で生活する
ラファエルは、ある日
鍵と財布を拾います。
それは国の秘密を揺る
がす重要な鍵・・・。
仲間３人で知恵を絞り、
真実を探っていきます。

『 貸出禁止の本をすくえ！』
アラン・グラッツ／著 ないと うふみこ／訳
4年生のエイミー・アンは、本好きで、
図書館で過ごすことが楽しみ。ある日
彼女のお気に入りで、何度も借りてい
る本『クローディアの秘密』が児童に
不適切だと、貸出禁止になってしまい
ます。内気な少女が大切な物を守る
ため、仲間と立てた救出作戦とは？

朝読書のルール

先生からのコメント

☆学期初めに配布された本を読み終
えたら、学校図書館で返して、自
分の学年の朝読書コーナーから新
しい本を選んで借りましょう。
☆クラスの他の人の本と勝手に交換
せず、必ず学校図書館で返してか
ら次の本を借りてください。学期
末は図書委員が回収します。
☆各学期、最低3冊は学年の朝読書
の本を読みましょう。3冊読んだ
人は、他の学年の本や学校図書館
の本を読んでもいいです。

松溪中学校では朝学活
の前の１０分間に年間を通し
て朝読書を実施しています。
課題図書は、読書を通じて
様々な文章やものの見方・
考え方に触れるために設定し
ています。まずは課題図書を
手に取り、読んでみましょう。
新しい出会いがあり、世界が
広がるかもしれません。

