
＊これを切り取って図書館へ。回答者全員
「貸出1冊プラス券」がもらえます。
3問以上正解で特製しおりプレゼント

読まなきゃわからない読書クイズ
（解答用紙）

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

貸出期間は2週間です。
延滞者は、早急に返却して
ください。改善策として、
貸出した際にしおりに記載
する返却日を赤で目立つよ
うに書いて配布します。

貸出期間について

読まなきゃ
答えられない
読書クイズ

図書館に展示中！

「貸出1冊プラス券」
がもらえます

Q１． Q２．

Q３．

答え A．
B.
C.

答え A．
B.
C.

答え A．
B.
C.

答え A．
B.
C.

答え A．
B.
C.

Q４．

図書だより
令和２年度 図書委員会



特集！ 図書館イベント開催中！ ＆ 新着図書紹介！

2020年１２月

杉並区立松溪中学校

学校司書 新木

★朝読書の本、回収日

全学年12月25日(金)
この日にすべて回収します。

※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。

図書館からのお知らせ

★冬休みの貸し出し12月1４日～

一人5冊まで

返却期限 １月１５日(金)

コロナの影響で延期された行事が集中した
２学期でしたが、あとわずかとなりました。
図書委員の呼びかけにもかかわらず、返却延
滞者が多いのは（特に1年生）とても残念です。
速やかに返却し、そして長い？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」「図書委員お勧すすめ、おいしい本
＆読書クイズ」など展示しています。

＊クラス対抗読書パズル！
―行ってみた（い）「世界遺産」―

担任が選んだ世界遺産名（国名も）
を答えて、1冊プラス券をGet！

＊ここを切り取って図書館へ。正解者は
「貸出1冊プラス券」がもらえます

年 組

世界遺産名

国名

・・・毎日が退屈

・・・強くなりたい

・・・変わりたい

・・・将来が不安

・・・学習の悩み

・・・優しくなりたい

・・・好きな人がいる

・・・人間関係の悩み

・・・孤独を感じる

・・・家族の悩み

・・・その他

❤
❤
❤

☆

映画化されたあの本…いや、
よみぐすりです。家族の形は
様々でも、幸せなら良いかも？
考えを改めました。ぜひ。

『水曜日の手紙』
森沢明夫／著

悩みや壁に直面し、視野
が狭くなっている時、この本
を読んだら、ほっこりとした気
持ちになります

(富澤さん紹介・文)

あのころ、ぼくらはいつも冒険していた！
（草の匂いと夕焼けの中、何かにすがる
ような思いで走りに走った川べり・・・）。
いったいこの先には何が…と思ったことは

ありませんか。
(浜村先生紹介・文)

『鉄塔 武蔵野線』 銀林 みのる／著

「自分のお気に入りの“ことば”
を見つけてください」

(久保先生紹介・文)

『すき』 谷川俊太郎／著

❤ ❤

子どもたちに向けた詩集

鉄塔を遡りながら秘密の原子力発電所
を目指す写真満載の心躍る鉄塔小説

『デフ・ヴォイス
法廷の手話通訳士』

丸山 正樹／著

ミステリーですが内容が深く
とても引き込まれるストーリー
展開！読み終わった後には
特別な一冊になっている
はず。(山根先生紹介・文)

❤

❤

一週間に一度だけ開く少
し不思議な水曜日郵便局。

『星の子』 今井 夏子 著

(時末先生紹介・文) ❤

密を避け、2か所に掲示
２Ｃ・２Ｂ
１Ａ・１Ｂ完成



★ １２月７日 ★

魚とベーコンのソテー

★ １２月8日 ★

パイナップルのせハンバーグ

★ １２月8日 ★

ココアゼリー

★ １２月9日 ★

アツアツしょうがうどん

★ １２月10日 ★

ブラウンシチュー

『おいしいおはなし
子どもの物語とレシピの本』より

日替わりメニュー

『トム・ソーヤの冒険』
マーク トウェイン／著 石井桃子／訳

『かぎばあさんの魔法のかぎ』
手島 悠介／著 岡本 颯子／絵

『思い出のマーニー』
ジョーン・ロビンソン／著 松野 正子／訳

『モモ』

１８４０年頃のアメリカ、ミシシッピ川
沿いの小さな村を舞台に、叔母と暮ら
す腕白少年トムが、家のないハックと
ともに活躍する、痛快な冒険物語で
す。＊悪ガキ３人で無人島に家出し
た時の朝ごはん。彼らは釣った
ばかりの淡水魚の美味し
さにおどろきます。

算数のテストではじめて１00点を
とった広一。だけど、先生の何気ない
一言が心に刺さります。かぎっ子の広
一は、かぎばあさんに会いたくなり、
つげの小枝にカギを隠し助けを待ちま
すが・・・。＊不思議な鍵束でドアを開けた

かぎばあさん。作ってくれた料理
は、油で焼いたパイナップルが
のった特大ハンバーグでした。

松溪中は英語版を所蔵
『Key Granny’s Magic Key』

図 書 委 員 が 選 ぶ ！ 「 お い し い 本 」

『 お い し い お は な し 』 で 紹 介 さ れ て い る
本 と コ ラ ボ 給 食 の メ ニ ュ ー を 展 示

ミヒャエル・エンデ／著
大島 かおり／訳

彼女に話を聞いてもらうと皆幸せな
気持ちになるという不思議な少女モモ。
ところが、「時間どろぼう」があらわ
れ・・・。本当に大切なものは何かを考えさ
せられる、何度でも読み返してほしい一
冊です。

『二十四の瞳』 壺井 栄／著

★ 「 お い し い 本 」 新 着 紹 介

『文豪と食 食べ物にまつわる

珠玉の作品集』 長山靖生／編

１２月７日（月）
１２月８日（火）

１２月９日（水） １２月１０日（木）

１２月１１日（金）

瀬戸内海の分校にに赴任してきた大石
先生は、スカートで自転車に乗り通勤をす
るハイカラな新任の先生。この物語は、大
石先生と12人の教え子との触れ合いや、
戦争に翻弄される姿が描かれています。

＊大石先生が修学旅行先で風邪気味に
なり探したのがうどん屋。当時風邪薬も
売られていたそうです。
生姜入りで温まります。

＊時間をつかさどるマイスター・ホラの家で
食べた朝食。金色のポットから注が

れたホットチョコレートに
モモは元気をもらいます。
給食ではゼリーで登場。

おいしい料理が
登場する小中学生
向け物語が40冊、
登場シーン、お話に
まつわるレシピとと
もに紹介されてい
ます。

森鷗外の「牛鍋」岡本かの子の「鮨」
など、15人の文豪たちが描いた食べ
物の話を小説や随筆などから抜粋。編
者による解説では、文豪一人一人の食
にまつわるエピソードも紹介されてい
て、
当時の食文化も感じられる本です。

『サイエンススイーツ』
太田 さちか／著

養父母の元を離れ、小さな海辺の村に
療養に訪れたアンナ。不思議な館とそこに
住んでいる少女マーニーと出会い、二人は
惹かれ合い、心を開いていきますが・・・。

それぞれのレシピに実験ポイントの
解説が入っています。自然科学的な想
像力も膨らみ、アートとしても美しく、
料理する楽しさが味わえる一冊です。

＊コラボ給食最後のメニューは
アンナを預かっているペグおば
さんが、嵐の日に深く傷ついて
帰ってきたアンナに作ってくれた
ブラウンシチューです。

『魔女の宅急便』 角野 栄子／著

『風にのってきたメアリー－・ポピンズ』
P.L. トラヴァース／著 林 容吉／訳

ジブリ映画の原作。１３歳で親元を離
れたキキが、知らない町で魔女として
暮らし、悩みながらも皆に助けられ、一
人立ちしていく姿を描いています。

傘につかまって、空からバンクス家に
やってきた、ユニークな乳母の物語。彼
女と過ごす毎日は、冒険に溢れていま
す。＊バンクス家の子どもたちと買い物に行き

最後に買った焼き菓子ジンジャー・パン
を見て、子どもたちは大喜びします。

＊本や、給食の感想を
用紙に書いてください。
＊コラボメニューのレシピ、
自由にお取りください。
栄養士・深津

＊キキが暮らすコリコの町では、大晦日は
マラソン大会で盛り上がるのですが、１年
目のキキは、そのことを知らず、故郷の習
慣で肉団子のトマト煮込みを作ります。



019 芦田 愛菜 小学館

019 齋藤 孝 SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

210 平塚柾緒 草思社

210 河合 敦 朝日学生新聞社

B288 渡邉 みどり 朝日新聞出版

288 堀口 茉純 草思社

E289 J・B・マーティン BL出版

293 富永 直美 他 ダイヤモンド社

376 清水 章弘 PHP研究所

383 高野秀行 新潮社

451 ケン・リブレクト 河出書房新社

486 丸沢 丸 講談社 図解とマンガでわかる最強生物！

491 伊沢 正名 偕成社 「腐食連鎖」の中心的役割を担うウンコ

493 神野 正史 宝島社 世界史の重大事件の裏に疫病あり

564 鉄 永田 和宏／編

578 プラスチック 岩田 忠久／編

579 のり 早川 典子他／編

588 チョコレート APLA　他／編

596 太田 さちか マイルスタッフ

596 てぬキッチン ワニブックス

596 本とごちそう研究室 グラフィック社

748 清水大輔 ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

783 元永 知宏 岩波書店

783 松原 良香 岩波書店

813 大原 穣子 研究社

813 飯間 浩明 ポプラ社

830 デイビッド・セイン 河出書房新社 「あいづちは救世主」「表情筋を使え」

911 谷川俊太郎 理論社

913 あさのあつこ 文藝春秋

914 ヨシタケ シンスケ 新潮社

B9１3 小林 泰三 KADOKAWA 

B9１3 銀林 みのる SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

B9１3 原田 マハ 集英社

B918 永山 靖生／編 中央公論新社

B918 稲生物怪録 京極夏彦／訳 KADOKAWA 

B933 アガサ・クリスティー 早川書房

B933 J・Ｐ・ホーガン 東京創元社

 I Love Letter

思わず考えちゃう

失われた過去と未来の犯罪

鉄塔 武蔵野線

ジヴェルニーの食卓

文豪と食　食べ物にまつわる珠玉の作品集

白昼の悪魔

星を継ぐもの

どうどす　京ことばの辞典

ことばハンター

英語苦手かも・・・?と思ったときに読む本

すき

まなの本棚

ウンコロジー入門

幻のアフリカ納豆を追え! そして現れた<サピエンス納豆

レギュラーになれないきみへ

ストライカーを科学する　サッカーは南米に学べ！

読書する人だけがたどり着ける場所

新装版　米軍が記録した 日本空襲

テーマで歴史探検

台湾おしゃべりノート

TOKUGAWA15 徳川将軍１５人の歴史がＤＥＥＰにわかる本

雪の結晶写真家ベントレー

英国王冠をかけた恋

農文協

高校受験に勝つ４５の習慣

雪の結晶　小さな神秘の世界

イラスト図解 感染症と世界史

イチからつくる

超危険！スズメバチＬＩＦＥ

サイエンススイーツ

魔法のてぬきおやつ

おいしいおはなし

異世界に一番近い場所

挫折や『ジヴェルニーの食卓』 原田 マハ／著『 I Love Letter 』 あさの あつこ／著 『英国王冠をかけた恋』 渡邉 みどり／著

月面で発見された身元不明の死体SF

とは？古典的名作かつ本格ミステリー。

クロード・モネの義理の娘で、助手で

もあるブランシュの目を通して、モネの

連作『睡蓮』がどのようにして誕生した

かが語られる「ジヴェルニーの食卓」。

美しい景色と食卓に並ぶ料理が五感

を刺激し、魅了されます。表題作他、マ

ティス、ピカソ、ドガ、セザンヌら、印象

派の画家たちと共に暮らした人々を

通しその人生に迫る短編集です。Ｂ９1３ ハ
９１３ ア

＊

「身の回りにあるものを、タネや素材

から育てて作っていくことを通し、農家

や職人の営み、世界や歴史とのつなが

りに気づかされ、生き方や暮らしを見つ

め直すきっかけとなる」絵本シリーズ。

雪の結晶に魅入られ続けたベントレー。

そんな息子の研究を、両親は高価な顕

微鏡を買い支えます。結晶を写真に撮り

続けた主人公の生涯を描いた伝記絵本。

この話は実話で、エドワード８世

が愛するシンプソン夫人のため

に国王の権利を捨てたというイギ

リスのとてもロマンチックな話です。

映画「英国王のスピーチ」「英国

王冠をかけた恋」を見てから小説

を読むと１億倍面白く読めます。

３B Ａさんｵｽｽﾒ ＆ 紹介文

引きこもりだった岳くんは叔母の

むぅちゃんが営む文通会社で働きだ

します。手紙だけのやりとりで、内容

が真実かはわからない相手に真摯

に向き合い手紙の返事を書く、ミス

テリー要素もあり、引き込まれる短

編集です。岳くんの成長を感じつつ、

誰かに手紙を書きたくなる本です。

＊リ

＊リ

江戸時代中期、三次藩（広島）士の屋敷

で連日現れた怪異現象を元に描かれた。

「杵がひとりでに臼をつき」「女の生首が

なでまわす」様子が図入りの実録古典。

平安時代の「すし」はまるで漬物、せっ

かちな江戸っ子が生み出した「握りずし」、

など、テーマごとに歴史を掘り下げた本

ゲームやアニメ、ファンタジー物語

に登場するような現実の景色の数々

「ご自由にお使いください」「寝てる」

など「ついつい考えすぎちゃう」

著者がスケッチと共に書きとめ

た初めてのエッセイ。癒される!

材料二つで作る「マシュマロムースプ

リン」や、「レンジでチンするバター餅」他

空襲の前後、標的となる都市には必ず

B29が単機で飛来し状況を詳細に撮影・

評価していたという。「マンハッタン計画

はなぜ生まれたのか」も読み解く。

記憶障害に陥り外部装置なしでは記憶

を保てなくなった人類を描くブラックＳＦ。

得点力アップのためのストライカーの

条件や育成法をインタビューも交え分析

街の中から“生きたことば”を採集す

る国語辞典編纂者の奮闘の日々を描く

アジア辺境地の納豆を突き止めた著者

が、今度は西アフリカI出没地域へ幻の納豆

を追い求める。そして、韓国の山奥で、「ザ

ピエンス納豆」に・・・。探求心に脱帽!

＊リ・・・リクエスト本


