
今月のおすすめの本！

特集！ 新年お楽しみイベント開催します！＆新着図書紹介！

2021年１月

杉並区立松溪中学校

学校司書 新木

・図書館を利用する

こんな本もおすすめ！

『闘牛の影 』 マヤ・ヴォイチェホフスカ／著

渡辺 茂男／訳

ノルウェーの農場で暮らす両親と4人兄弟（上から

兄弟姉妹）は、夏のあいだ牛やヤギを放牧するために

山の牧場へ行きます。そこでの出来事や様子がユーモ

アを交えて描かれ、特に性格の異なる兄弟のやりりが

ほほえましい物語です。続編『牛追いの冬』は、秋にな

り、山からおりた一家の生活を描いています。

＊だるまマークの当たりが
出た人は、福袋が選
べます。お楽しみに！

お正月企画。おみくじ券
を切り取って図書館へ。
おみくじが引けます。
当たりを引くと景品がもらえる！

☆本のおみくじ！

当たり

図書委員企画「クリスマスおはなし会」報告

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

図書館発！ 新年お楽しみイベント

令和三年 丑年
今年もよろしくお願いします

『小さい牛追い』 マリー・ハンズン／作

石井 桃子／訳

☆パフォーマンス賞☆
盛り上がるプレゼンで、観客から
いい質問を引き出していました。

☆『シーラという子』
２A T.K. .さん

『エイズと闘った少年』
２B M.K. .くん

『告白』
２A S.M. さん

☆チャンプ本☆
掘り出し本を見出し、素晴らしいプ
レゼンで本の魅力を引き出しました。

☆よく借りられたで賞☆
反響が多く、予約も入っています。

12月17日 「ビブリオバトル」

12月23日 読み聞かせ動画「アンナの赤いコート」

☆冬にピッタリで賞☆ 実話をもとにした心温まるお話を
分担しながら、ていねいに読み聞かせをしました。よく伝
わる声で心地よく、お話の世界に引き込まれていきました。

図書館から、発表者
と図書委員へ感謝状と
貸出1冊プラス券を贈呈

舞台は闘牛に情熱を燃やすスペインのとあ

る町。マノロは伝説的な闘牛師であった父の
後継者として期待をされていました。父親と
容姿がそっくりな彼の成長に関心が深まる中、
マノロは臆病な気持ちと、期待に応えたい気
持ちとで葛藤しながらも、闘牛の技を身に付
けていきます。そして、デビューとなる「牛
だめし」の会が近づき…。「誇りと因習の殻
に閉じこもる心との戦いについて書いた」と
いう作者の言葉通り、この本のテーマは「本
当の勇気」と「誇り」についてです。
マノロが「自分はいったい何者なのか」
と悩んだ末に選んだ道とは？

『希望の牧場』 森 絵都／作 吉田 尚令／絵

東日本大震災の原発事故後、警戒区域となっ

た牧場にとどまり、取り残された牛たちの命を守

り続けようと決めた牛飼いの姿を描いた絵本。

希望や意味があるのかと自

問しながらも、「おまえらとこ

こにいる。」という牛飼いの

強い意志に心打たれます。

十二支の2番目の丑年は、芽吹きを迎えようとする年。
様々な困難に戸惑った昨年。今年は皆で乗り越え、新たな
様式を生みながら、希望に満ちた年になるとよいですね。
さて、2021年は、東北大震災から10年目の年でもあります。
そのことを心に刻み、図書館と一緒に考えていきましょう。

図書館からのお知らせ

☆冬休み貸出の本の返却期限
は１月１５日(金)です。

☆図書館利用の注意点
・入館時・退出時は、
手洗い又は消毒をする

・利用後の本は棚に返さない
（返却用ﾌﾞｯｸﾄﾗｯｸヘ）

＊他のマークが出た人にも、
貸し出し一冊プラス券、
本のしおり、その他がもらえます。

＊３年生…１月１４日（木）～
２年生…１月１５日（金）～
１年生…１月１８日（月）～

https://www.istockphoto.com/jp/ベクター/8-k-超の-hd-アイコン-2-gm941256010-257270256
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分類 著者名 出版社 一言コメント

１５９ 内田 和俊 KADOKAWA

209 ピーター・スノウ 河出書房新社

210 庭田杏珠×渡邉英徳 光文社

345 別冊税務弘報編集部 中央経済社

351 矢野恒太記念会／編 矢野恒太記念会

366 上村 彰子 講談社

366 武井 一巳 秀和システム

388 日経BPムック NG社 歴史と神話の絡み合った「伝説」

451

451

457

457

457

463 鈴木 茂 新星出版社

498 長沼 睦雄 誠文堂新光社 敏感で傷つきやすい自分を好きになる

596 ホームライフ取材班／編 青春出版社 「レモンはX状に切ると果汁が…」他

674 WRITES PUBLISHING ライツ社 気づきや希望を与えてくれる言葉

686 日本の路線図 宮田 珠己 他 三才ブックス

７２６ 藤子・F・不二雄 小学館

739 川内 伯豐 小学館

761 侘美 秀俊 ｼﾝｺｰﾐｭｰｼﾞｯｸ

780 雑学総研 KADOKAWA

901 アンジェラ・アッカーマン フィルムアート社

913 赤川 次郎  汐文社

913 青柳 碧人 双葉社

913 梨木 アリエ 講談社

784 眞島 めいり 講談社

913 まはら 三桃 アリス館

B913 相沢 沙呼 東京創元社

933 パドマ・ベンカトラマン 講談社

B933 エラリー・クイーン 東京創元社

943

943

書名

10代の「めんどい」がラクになる本

AIとカラー化した写真でよみがえる　戦前・戦争

県勢　２０２１

夏休みの自由研究のテーマにしたい「税」の話

地図とタイムラインで読む 第2次世界大戦全史

思い通りに印を刻る　篆刻上達のコツ

ミステリーの小箱　赤川次郎　全5巻

赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。

エリーゼさんをさがして

おとなになるのび太たちへ

楽しく身につく　音楽の基礎知識

イラスト図解 オリンピック競技おもしろ大全

感情　類語辞典（増補改訂版）

橋の上の子どもたち

午前零時のサンドリヨン

日向丘中学校カウンセラー室

岩波書房

みつきの雪

川をくだる小人たち（「小人の冒険」シリーズ３）

空をとぶ小人たち（「小人の冒険」シリーズ４）
ノートン

エラリー・クイーンの冒険

イギリスの古風な家の床下で、暮らしに
必要なものはこっそり人間から借りな
がら住む小人一家の物語シリーズ。

土屋 健／著

群馬県立自然史博物館

　　　　　　／監修

技術評論社

５G・ＩＯＴ・AIにより推し進められる

第４次産業革命により、花形職業に

なるのは？１０年後の未来を先読み

地域によって大きく異なる気候。変化

に富む日本の気候を知り、各地域の地
形・自然・風土・文化を理解する。

浅井 建爾 ゆまに書房

毎日読みたい ３６５日の広告コピー

リアルサイズ古生物図鑑　新生代編

世界一やさしい！　細胞図鑑

10代のための疲れた心がラクになる本

21世紀の新しい職業図鑑　未来の職業ガイド

伝説の謎　事実かそれとも空想か

都道府県別 日本の地理と気候 北海道・東北・関東編

リアルサイズ古生物図鑑　古生代編

リアルサイズ古生物図鑑　中生代編

大人は知らない今ない仕事図鑑１００

都道府県別 日本の地理と気候 中部・近畿編

ゆで卵の殻をツルっとむく方法

『日向丘中学校カウンセラー室』

まはら 三桃／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

『橋の上の子どもたち』
パドマ・ヴェンカトラマン／著

田中 奈津子／訳
中学校のカウンセラー室、綾

さんのところにやってくる生徒

たちの相談は様々で先生に勧
められてくる生徒もいます。

誰もが心の内に思うことがあり、
友だち関係や居場所を求めてい

たりします。綾さんはどのように

向き合っていくのでしょう。そし
て、学校に出るという幽霊とは？

*リ

11歳の少女ヴィジは、父親のＤ

Ｖから逃れるため、障害のある姉

のラクと一緒に、長距離バスに

乗って街へでます。ホームレスと

して生きのびるため、橋の上で
出会った仲間たちと共に、知恵

と友情で道を開いていきます。

*リ

母に上手くないからと
ピアノ教室を辞めさせら
れても言い返せない亜美。
歩道橋で出会ったニット帽
のおばあさんや、同級生
の水野君との不思議な関
わりの中で変化が・・・。

*リ

『みつきの雪』 眞島 めいり／著

*リ

*リ

*リ

*リ

*リ*リ

*リ

第一次世界大戦終結から、敗戦後
の植民地独立・イスラエルまで、時間
軸と地図を繋げ詳しく解説。

最新のAI技術と、当事者への取材
や資料をもとに当時の白黒写真をカ
ラー化。色彩があることで、戦争の
悲惨さがより心に迫り、記憶の継承し
ようとする著者の思いが伝わる本。

「数値」ではなく、「感覚的」に伝え
たいという思いか
らできたサイズ感を
楽しむ図鑑シリーズ。
時空を超えた不思
議な出会いが！

読んでもらいたい短編
をセレクト。謎解きミステ
リー」「ホラー」「泣ける話」
「学園小説」「自由と社会
の物語」の5テーマに。

オリ・パラ ５５種目の内容やルール
見どころなどをイラストとともに解説。
楽しく観戦できる雑学も数多く紹介。

信州に住む満希は、小学5年の時、

都会から山村留学でやってきた同

い年の行人と出会います。高三の卒

業式前日から始まるこの話、いずれ

帰ってしまう人だと覚悟しながらも

打ちとけた二人の様子が田舎の穏

やかな景色とともに走馬灯の如

く描かれています。相手を思

いやる気持ちがヒシヒシ

と伝わるお話です。

憧れの職業についている
10人から、これからおとなにな
るあなたに「ドラえもん」の作

品を通して、伝えたいことが
漫画といっしょに書かれた本。

名探偵エラリー・クイーンの謎解
きを満喫できる全11編の傑作が並
ぶ巨匠クイーンの第一短編集。

子どもの貧困・カースト制・多様な宗教など、

舞台であるインドにとどまらない問題作。

本のおみくじ

１年生 １８日（月）～

２年生 １５日（金）～

３年生 １４日（木）～

＊この券で１回おみくじが引けます


