2021年２月
杉並区立松溪中学校
学校司書 新木

特集！ 「おためし新書」報告＆ アメリカがわかる本紹介！

2学期の終わりに、3年生は新書の
「おためし読み」をしました。普段は
埋もれている本も、「読んでみて結構
面白かった」と反応が良く、3学期も
借りていく生徒が増えました。ただ今
展示中、リクエストの本も届きました。

ただ今展示中です
おためし読書ルール
１．テーブルに置かれた新書の「タイトル」
などから興味を持った本のあるテーブ
ルに座る。
２．7分で、要約・序章や、目次を手掛かりに
本文の好きなところを読んでみる。
３．先生が合図をしたら、読むのをやめ、
２分で記録。（タイトル・本の評価・覚書）
＊これを 2 回繰り返す

新着新書

片付け力を身に付けるための順序、
どんな作業を行うかが書かれていた。
すぐに実践したくなった。掃除や片付
けが、楽しいものだと思えた。

１位 366 レンアイ、基本のキ
１位 597 中高生のための「かたづけ」の本

13

○
○

３位 590 人生の答えは家庭科に聞け

12

ヨーロッパで行われた死刑の様子は
自分たちが思うのとは、全く違った。

新

３位 235 死刑執行人サンソン

○

５位 810 ポジティブになれる英語名言

10

宗教は人間の心理から生まれるも
のだと思った。とても興味深かった！

新

５位 498 繊細すぎてしんどいあなたへ HSP相談室

10

○

７位 209 人類の歴史を支えた８つのできごと

10

○

８位 019 読書する人だけがたどり着ける場所

9
9

しおりが挟まった本は公
共図書館から借りた本。欲し
い本にはしおりに印をつける、

分類

書

名

３年授業「おためし新書」結果
○

13
12

国王ルイ十六世の首を刎ねた男

リ

８位 370 22世紀を見る君たちへ

○

８位 366 労働法はぼくらの味方

リ

８位 141 大きらいなやつがいる君のためのリベンジマニュアル 9

これからを生きるための「練習問題」

9

新 １２位 830 Jump-Start！

8
8

○ １２位 767 AKB48、被災地に行く
○…所蔵

著者名

リ…リクエスト・購入

新…購入

出版社

486 博士の愛したジミな昆虫

金子修治他／編集 岩波書店

集英社

486 クマゼミから温暖化を考える

沼田 英治

岩波書店

007 AIに心は宿るのか

松原 仁

017 高校図書館デイズ

木下 通子

岩波書店

493 感染症の日本史

磯田 道史

文藝春秋

141 こころと身体の心理学

山口 真美

岩波書店

498 繊細すぎてしんどいあなたへ HSP相談室 串崎 真志

岩波書店

141 大きらいなやつがいる君のためのリベンジマニュアル 豊島 ミホ

岩波書店

548 ロボットが家にやってきたら… 人間とAIの未来 遠藤 薫

岩波書店

159 10代から考える生き方選び

竹信 三恵子

岩波書店

778 「世界征服」は可能か?

筑摩書房

164 世界の神話

沖田 瑞穂

岩波書店

210 生きづらい明治社会 不安と競争の時代

松沢 裕作

岩波書店

235 『ベルサイユのばら』で読み解くフランス革命

池田 理代子

ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ

235 死刑執行人サンソン 国王ルイ十六世の首を刎ねた男 安達 正勝

集英社

312 大統領でたどるアメリカの歴史

明石 和康

岩波書店

361 聞く力

阿川 佐和子

文藝春秋

335 現代語訳 論語と算盤

渋沢 栄一

筑摩書房

369 なぜ人と人は支え合うのか 「障害」から考える

渡辺 一史

筑摩書房

370 22世紀を見る君たちへ これからを生きるための「練習問題」 平田 オリザ

講談社

岡田 斗司夫

１０代は、いろいろと「気にする」年頃で、それは繊
細過ぎる性格が関係しているそうです。この本は、
治そうとするのではなく、「繊細＝多感力」と捉え
て、６つのタイプがわかりやすく説明されています。
自分がどれに当てはまるか、その対処法はと考え
ながら読むことができます。「自分らしくいよう」
と思える本です。リラックスしたい人にオススメ。
明治時代に起業家として470社以上の会社の
設立に関わり、「日本資本主義の父」と呼ばれて
いる渋沢栄一。「論語による人格形成」と「資本
主義の利益追求」のバランスを再度取り直そう
そう語ったことが記載されています。巻」末には
「渋沢栄一小伝」「十の格言」「注釈」もあります。
次の大河ドラマの主人公です！

紹介したものの他にも新着本あります。

書名

分類

著者名

141 「いいね！」の魔力

ゆうき ゆう

175 京都古社寺辞典
175 奈良古社寺辞典

吉川弘文館
編集部 ／編

175 神社のどうぶつ図鑑

茂木貞純 ／監修

210 戦国の教科書

天野 純希 他

213 数字でわかる お江戸のくらし

山本 博文

出版社

一言コメント

海竜社

「承認欲求」との適度な付き合い方

吉川弘文館
二見書房
講談社

／監修

カンゼン

238 いまさらですがソ連邦

速水螺旋人 他

253 語られなかったアメリカ史 3

オリバー ・ストーン あすなろ書房

290 イラストで学ぶ

柴山元彦／日本語監修

地理と地球科学の図鑑

316
316 MARCH
316
318
しりたいな
318
全国のまちづくり
318

1非暴力の闘い
ジョン・ルイス ／著
2ワシントン大行進
ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ・ｱｲﾃﾞｨﾝ／著
3セルマ勝利をわれらに ネイト・パウエル／画

三才ブックス

創元社
岩波書店

1防災・環境とまちづくり
2少子高齢化とまちづくり

岡田 智弘 ／監修

かもがわ出版

上谷 さくら 他

KADOKAWA

3地域経済とまちづくり

320 おとめ六法
345 知ろう！学ぼう！税金の働き

全2巻

神使として祀られている
54種類の動物の由来やご利
益などを紹介。十二支はもと
もと植物の生成過程であっ
たなどの小ネタも満載です。

３．人類史上もっとも危険な瞬間
・・・第二次世界大戦終結からキューバ危
機まで。原爆・冷戦・ＣＩＡ、権力者たちが
抹殺してきたアメリカ史の真実、完結編
自然地理・人文地理を通
して知ることができ、実践
的・体験的学習に役立つ情
報が満載のイラスト図鑑
少子高齢化、過疎化、財源不足、大災
害など多くの課題を抱える地方におい
て、魅力的で持続可能な「まちづくり」
にいどむ様々な事例を紹介
女性が被害を受けやすいトラブルか
ら身を守るために必要な法律の知識!

日本税理士会 ／監修

金の星社

378 今日から始めるやさしい手話

全日本ろうあ連盟／監

学研

383 トイレの話をしよう

ローズ ジョージ

NHK出版

387 鬼滅の日本史

小和田哲男

宝島社

登場人物や 鬼の歴史背景を独自に考察

451 図解でわかる１４歳から知る気候変動

ｲﾝﾌｫﾋﾞｼﾞｭｱﾙ研究所

太田出版

468 生物多様性と地球の未来

ｼﾞｮﾅｻﾝ・ｼﾙﾊﾞｰﾀｳﾝ/編

浅倉書店

468 絵でわかる生態系のしくみ

鷲谷 いづみ

水の循環システムや炭素の役割など
から、気候変動がどのように起こって将
来どのように地球、人類に影響してくる
かをまとめて解説してあります。

471 植物はそこまで知っている

ﾀﾞﾆｴﾙ・ﾁｬﾓｳﾞｨｯﾂ 河出書房新社

〜世界65億人が抱える大問題

472 街でよく見かける雑草や野草がよくわかる本 岩槻 秀明

身につく！話せる！話題が広がる！！
ユーモアをまじえて綴った環境ルポ

講談社

秀和システム

「植物は見ている、記憶もしていりま
せんれは決して神秘的な話ではありま
せん。遺伝あ子レベルでの研究事例から
解説されているので興味深く読めます。

472 日本の絶滅危惧植物図鑑

長澤淳一・瀬戸口浩彰

1日本に固有種が多いわけ
482
固有種が教えてくれ
2北海道・本州・四国・九州
482
ること
3南西諸島・小笠原諸島
482

今泉忠明 ／監修

金の星社

日本の地形と固有種の関係、固有種
からわかる生態系や自然環境、固有種
を守るための取り組みなどを解説。

487 ウナギのいる川 いない川

内山 りゅう

ポプラ社

ウナギがくらしやすい川とはどんな川

518 ごみ育

滝沢 秀一

太田出版

519 国谷裕子と考える 気候危機と脱炭素社会

国谷 裕子 ／監修

ぶんけい

519 図解でわかる１４歳からの水と環境問題

ｲﾝﾌｫﾋﾞｼﾞｭｱﾙ研究所

太田出版

519 地球環境のしくみとはたらき図鑑

トニー・ジュニバー

創元社

519 追いつめられる海

井田 徹治

岩波書店

611 捨てられるたべものたち

井出 留美

旬報社

611 食品ロスの大研究

井出 留美

PHP研究所

日本一楽しいごみ分別の本

『 Ａ Ⅰに心は宿るのか 』

(岩波科学ライブラリー)

松原 仁／著

ＡⅠが執筆した作品が、星新一賞の
一次審査を通過したり、囲碁棋士との
対戦で、人間より優れた「大局観」を
持っていると証明されたりと、ＡⅠは
どこまで人間と区別がつかなくなる
のでしょうか。この本はＡⅠ研究の歴
史やＡⅠの学習方法にまで触れ考察
された、とても興味深い内容です。

創元社

『 捨てられるたべものたち 』 井出 留美／著
「ハンバーガーを１個作るためにお
風呂１５杯分の水が必要」「たまごは
生で冬なら５７日間食べられる」など、
食品ロスの現状、世界と日本の食料
事情などがデータやイラスト付きで
わかりやすく解説されています。「賞
味期限の近づいているものから買
う」など身近にできる対処例も。

ごみ清掃員の仕事を始
めて7年。お笑い芸人が書
いた、一問一答方式で楽し
く学べるゴミ育の本です。

分野横断的に環境問題を学べる
海が、温暖化、酸性化、ごみの影響
で、危機に直面しています。一方で、
海の環境や生態系を守る取り組みは、
２００カイリ以外の海では非常に手薄！

『 少年十字軍』

皆川 博子 ／著

１３世紀、中世ヨーロッパに伝わ
る民間伝承がベースとなってい
ます。エルサレムの奪還を目指す
羊飼いの少年・エティエンヌ率い
る少年十字軍の純粋な思いや揺
れ動く心情、ずる賢い大人たちに
翻弄される過酷な道中に、引き込
まれていく歴史ミステリーです。

627 花屋さんで人気の469種

花図鑑

ﾓﾝｿｰ・ﾌﾙｰﾙ ／監修

616

イネの大百科

堀江 武 ／編集

616

ダイズの大百科

国分 牧衛 ／編集

ジャガイモの大百科

森 元幸 ／編集

トウモロコシの大百科

濃沼 圭一 ／編集

トマトの大百科

中野 明正 ／編集

616
616

まるごと探究！
世界の作物

626

西東社

エピソードやアレンジのコツも!

農山漁村文化協会

「歴史上のエピソードも
交え、その成り立ちや育
ち・栽培、国内外の生産事
情、利用・加工・食文化、社
会・経済とのかかわりを
描くビジュアル大百科。

674 ロゴデザインの教科書

植田 阿希

SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 制作の基本から展開の仕方まで

757 配色アイデア手帖 世界を彩る色と文化

桜井 輝子

SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

771 部活でスキルアップ

杉山 純じ ／監修

メイツ出版 パフォーマンスの質が高まる！

演劇

911 体感訳 万葉集: 令和に読みたい名歌36

上野 誠

913 推し、燃ゆ

宇佐見りん

河出書房新社

913 卒業旅行

小手鞠 るい

偕成社

神戸 遥真

講談社

913

恋とポテトと夏休み

913 Ｅバーガーシリーズ

恋とポテトと文化祭

913

恋とポテトとクリスマス

913 世界とキレル

佐藤 まどか

913

また、いる・・・・・・

913

集合写真

913 怪談5分間の恐怖

人形の家

913

病院裏の葬り塚

913

見てはいけない本

NHK出版

あすなろ書房

憧れの場所のイメージを形にできる配色

「梅花の歌」序文と代表歌も解説
傾倒するアイドルのＳＮＳが炎上し、
影響を受ける主人公あかりの心情を
描いた2020年下半期芥川賞作品。

演劇部に憧れ目指した高
校に入学できなかった優芽
は、やる気ない生活ぶり。
ひょんなことからファースト
フード店でバイトを始め・・・。
背筋も凍る話から、心温
まる怪談まで、1話5分程度
で読み切れる実話の怪談
が各巻に30話以上収載。
怖い本が読みたい人、５分
間シリーズが好きな人に。

中村 まさみ

金の星社

夏川 草介

小学館

鈴木るりか

小学館

914 ほんとうのリーダーのみつけかた

梨木 香歩

岩波書店

933 ハナコの愛したふたつの国

シンシア・カドハタ

933 秘密のノート

ｼﾞｮｰ・ｺｯﾄリル

小学館

933 あの本は読まれているか

ジェニーは体型がコンプ
天気を予知する空
レックス。傷ついているのに
の一族が謎
アイシャ・サイード
さ・え・ら書房 モノマネでごまかすお調子者。
に迫る壮大な気象エ
しかしママの新しいボーイフ
ハリエット・ストウ
ポプラ社
ンタメ続編
レンドに勧められ、秘密のノー
トに本心を書き綴ります。
ラーラ・プレスコット
東京創元社

933 たんぽぽのお酒

レイ ブラッドベリ

晶文社

933 オール★アメリカン★ボーイズ

ｼﾞｪｲｿﾝ・ﾚﾉﾙｽﾞ 他

913 始まりの木
913 太陽はひとりぼっち
913 私を月に連れてって

933 囚われのアマル
933 アンクル・トム物語

943 ベルリン1919 赤い水兵

偕成社

上下巻

943 ベルリン1933 壁を背にして 上下巻
943 ベルリン1945 ての春

小学館

岩波書店

クラウス・コルドン

上下巻

983 イワンの馬鹿

偏屈な民俗学者と女性大
学院生とのコンビで国内５か
所をフィールドワークをする
ちょっと不思議な短編集。
強者に同調を強いられる息苦しい世
の中で、あなたの指標とすべきは？

少年の愛と孤独と夢と成長の物語
20世紀前半ドイツの転換
期を描く三部作で、ある労
働者一家の子どもたちがそ
れぞれの主人公となり描か
れています。上下巻となっ
た岩波文庫も新たに購入。

トルストイ

KTC中央出版 新訳・ハンス・フィッシャー挿絵

田中 芳樹

東京創元社

B913 少年十字軍

皆川 博子

ポプラ社

B933 タイガーと呼ばれた子

トリイ・ヘイデン

早川書房

B913 銀河英雄伝説外伝

『 私を月に連れてって 』

全5巻

鈴木 るりか ／著

現役高校生作家鈴木るりかさんの作品
です。全3編から成る本作が、思わぬところ
で登場人物どうしがつながり、胸にストンと
落ちる”納得”が味わえる。ある日友だちに
なった少女が無戸籍だった。世に存在して
いないことになっている。「よかれと思って」通
報した私たちが、仲の良い母娘を引き離す
結果になってしまう。 ( 時末先生紹介文 )

『 世界とキレル』

佐藤 まどか ／著

中学２年の舞は学校に馴染めず、偽
りの人格でアップするＳＮＳのフォロワー
だけと繋がっています。そんな舞が、
母の策略とも知らず、いとこの鏡花と
３週間のサマースクール「森の家」に
行くことに。なんとそこで舞は、スマ
ホも使えず参加者７人で自然派志向
の退屈な生活を送るはめに。我慢で
きなくなった舞がとった行動とは？

ビブリオバトルチャンプ本の
続編。思春期になったシーラは
セラピストとの信頼関係を覚え
ておらず・・・。心の傷は深い！

『 囚われのアマル』 アイ シャ・サイード ／著
相良 倫子／訳

教師になる夢をもったアマルでし
たが、横暴な大地主の息子に意見し
てしまい、理不尽にも屋敷に囚われ
働かされます。この話はマララと同
じ国パキスタンの今を描いた物語で
す。一生ここで暮らすのだという諦
めと、何とかしたいという勇気とで
葛藤する姿が心にしみる作品です。

新

…新着図書

2021年1月20日、ジョー・バイデン氏
『地図でスッと入るアメリカ50州』
が、第46代アメリカ合衆国大統領に
昭文社 出版 編集部／著
『草花と呼ばれた少女』
就任しました。就任演説では、トランプ
アメリカのそれぞれの州について
シンシア・カドハタ／著 代田 亜香子／訳
政権の、「米国第一主義」から脱却し、
歴史や特徴を豊富なイラストととも
日系人のスミコは１２歳。両親を事故で
国際協調路線に回帰する姿勢を明確 に紹介、大統領選挙のしくみも解説。
亡くし弟と親戚の花農園で暮らしています。
にしました。世界に多大な影響力をもつ
彼女の夢は花屋さんになること。けれども
アメリカを知る本を読んでみませんか。 新
戦争が始まり、農園は没収、叔父は逮捕さ
『アンクル・トム物語』
今月のおすすめの本！

れます。この本は彼女の目を通し、差別や、
強制収容所での日々・先住民フランクとの
出会いなどが語られています。自分の置か
れた環境で、前向きに生きる姿が印象的。

同じ著者の本！
新 『ハナコの愛したふたつの国』

新

『大統領でたどるアメリカの歴史』

明石 和康／著
大統領を切り口にして、超大国アメ
リカの歴史を振り返る（オバマまで）

もりうちすみこ／訳

アメリカでレストランを経営してい
たハナコの家族は、戦後、収容所から
解放されますが、国籍を放棄して広島
の祖父母の所に戻ることにします。し
かし、そこでハナコたちを待っていた
のは被爆後の惨状でした。戦争に翻弄
される人生を生き抜く日系人の物語。

『卒業旅行』

小手鞠 るい／著

ハリエット・ストウ／作
中山 優子／文
社会の授業で紹介された２年生か
らのリクエスト本。黒人奴隷トムの
数奇で過酷な半生を描いた物語です。
南部での人身売買の実態が広く知ら
れるようになり、南北戦争のきっか
けになった本とも言われています。
トムの従順な態度が批判的にみられ
ていることも踏まえて読んでみて!

『オール★アメリカン★ボーイズ』
ジェイソン・レノルズ＆ブレンダン・
カイリー／著 中野怜奈／訳

新

黒人少年がお店で不当に疑われ、
白人警官から過剰な暴行を受けます。
そして、その動画がSNSで拡散され
デモに発展……。暴行を受けた少年
ラシャドとそれを目撃した白人の少
年クインの揺れ動く心情を2人の作
家が交互に描いた話題作。

新

高校生活をシングルマザーの母とアメリ
カで過ごしたナナ。バンド仲間と卒業旅行
を約束し日本へ帰国しますが、ある事件が
起こり実現しませんでした。そし１年半後
ナナは仲間に会いに行きますが……。銃乱
射事件・死刑制度・ＬＧＢＴなど、アメリ
カの社会問題が取り上げられた本です。

『魂をゆさぶる歌に出会う』
ウェルズ恵子／著

黒人音楽の流れ、背景にあるア
メリカ黒人の歴史や価値観を具体
的な詩や民話などを例にあげ解説。

『はみだしインディアンの
ホントにホントの物語』
シャーマン・アレクシー／著
さくまゆみこ／訳

貧困・暴力がはびこる保留地でイン
ディアンとして育ったオレは、様々な障
害もあり、いじめのターゲットに。そんな
オレが保留地を出て白人エリート校へ
転校を決意し、新たな居場所を求めて
冒険する、体験を基にした力強い物語。

『路上のストライカー』
マイケル・ウィリアムズ／著
さくまゆみこ／訳

故郷ジンバブエで大統領軍
からの報復により母と祖父を
虐殺されたテオ。自閉症の兄
と南アフリカへ命がけで逃れ
ますが、難民によって職を奪
われた住民からの外国人憎悪
が待ち受けています。悲惨な
現実をストリートサッカーに
情熱を傾ける事で乗り越えて
いく姿が感動的な話です。

『大草原の小さな家』シリーズ
『語られなかったアメリカ史』

ローラ・インガルス・ワイルダー／著

オリバー・ストーン&ピーター・カズニック他／著

1870年代、北アメリカがまだ
開かれていなかった時代が舞台。
大森林と大草原での厳しい開拓生
活の中で成長していった、少女
ローラとその家族の実話です。

ＹＡ向けにわかりやすくリライトされた『も
うひとつのアメリカ史』全３巻揃いました。

新
『かならずお返事書くからね』
ケイトリン・アリフィレンカ／著
マーティン・ギャンダ／著
ウェルチ,リズ／編 大浦千鶴子／訳

アメリカの少女が学校の課題
として始めた文通相手は、ジン
バブエに住む貧しい少年でした。
彼のおかれた現状を知り、気遣
い合う友情関係に感動しつつも
世界の経済格差を痛感します。

『あの本は読まれているか』
ラーラ・プレスコット／著
吉澤 康子／訳

反体制的としてソ連では禁書
となっていた『ドクトル・ジバゴ』を、
密かにソ連に広めるというプロ
パガンダ戦略を実行したＣⅠＡ。
この実話を基に、作戦の陰の力と
なった女性タイピストたちと、ソ連
作家の愛人の運命を描いた作品。

＊アメリカから繋がる他国を知る本もちょっと紹介！

『いまさらですがソ連邦』
速水 螺旋人／イラスト
津久田重吾／著
第二次世界大戦後、世界
を二分する存在だったソビ
エト連邦の日常生活や、崩
壊後の現状など、漫画のプ
ロが描くわかりやすいイラ
ストに加え、写真・参考資
料・取材を駆使し書き上げ
たとてもくわしいソ連本。

