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特集！ 真夏の昼休みおはなし会開催！ ＆ 新着図書紹介！

2021年７月

杉並区立松溪中学校

学校司書 新木

図書委員発行の「夏におすすめの本」
リーフレットができました。紹介された
本は図書館に展示中です。ぜひ読んで！
夏休みも図書館を利用してください。

午前 １０:００～１２：００
午後 １３：３０～１６：００

始業式

蔵書点検 蔵書点検

午前中

１日目(7月９日)

怖～ぃ本の読み聞かせ

館内整備

海の日 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ終業式
朝読書
回収

図書館からのお知らせ

・・ ・・

★朝読書の本、回収日 7月19日(月)

この日に朝読書の本をすべて回収します。

忘れた人は再登校です。

※夏休みも続けて借りたい人は、手続き必要

★夏休みの貸し出し始まっています。

一人5冊まで

返却期限 ９月３日(金)

『希望、きこえる？ ルワンダのラジオに子どもの

歌が流れた日』 榮谷明子／著 汐文社

本の中にでてきた、イテテロの歌や動画を
視聴したい人は、巻末のウエブサイトから。

午前中

午前中

ユニセフ職員としてルワンダに赴任し、北部の村
で目にしたのは、幼稚園に通えず、おもちゃも絵本
もない環境や、紛争で親をなくし、昔話を知らない
状況の子どもたちでした。この本は、そんな著者が、
多くの人たちの協力を得ながら、子ども向け教育ラ
ジオ番組「イテテロ」を立ち上げ、その番組が国民
的な人気番組となっていく様子が描かれています。
そしてテレビ番組の制作に挑戦することに。奮闘す
る姿と、子どもたちの笑顔が印象的です。

今月のおすすめの本！

２日目(7月1２日)

ビブリオバトル

ディスカッション
タイム

真夏のお昼の

おはなし会を開催

『おろしてください』
怪談えほん

「怖～ぃ本」は、
図書館に展示中！

午前中

『集合写真』

『白い恐怖』

怖～ぃ本
の紹介紹介者

写真画像

『５４字の物語』

『今昔物語集』より

「羅城門の老婆」

写真画像

『優しい死神の飼い方』

知念 実希人／著

紹介者
写真画像紹介者

写真画像
バトラー
写真画像

『折れた竜骨』

米澤 穂信／著

バトラー
写真画像

『そして五人が
いなくなった』

はやみねかおる／著

バトラー
写真画像

写真画像



分類 著者名 出版社 一言コメント

007 小木曽　健／監修 メイツ出版

007 日経BPｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸ研究会ﾞ日経BPｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

059 朝日新聞出版

141 岩井 敏雄 河出書房新社 「常識の裏に隠れている」など

150 ﾊﾟﾘｵ・ﾏｯﾂｧﾘｰﾉ 河出書房新社

158 飲茶 ダイヤモンド社

185 今井淨圓／監修 二見書房

185 １　法隆寺

185 ３　東大寺

185 ８　唐招提寺

209 DK社／監修 原書房

210 １衣食住のうつりかわり

210 ２町や国のようすのうつりかわり

210 ３文化や娯楽のうつりかわり

281 １　開発

281 ２　教育

281 ３　医療

281 ４　文化

281 5　産業

289 池田 菊苗

289 猿橋 勝子

289 中谷宇吉郎

291 ガイドブック 編集部 昭文社 巨大都市・東京の成り立ちを解く。

304 小松 由佳 集英社 シリア内戦を内側から描く

B311 マイケル・サンデル 丸善出版

317 石澤不二雄／監修 誠文堂新光社

332 ｲﾝﾌｫﾋﾞｼﾞｭｱﾙ研究所 太田出版

333 イヴェット・ヴェレ他 原書房

333 岸上 伸啓／訳 丸善出版 様々な視点で,多面的に,格差を比較

366 編集委員会／編 誠文堂新光社

369 地震ｲﾂﾓﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ポプラ社

369 となりの難民 織田 朝日 旬報社

369 雨宮 処凛 河出書房新社

375 稲葉茂勝 新日本出版社

404 五十嵐 杏南 総合法令出版

410 小谷　善行／監修 ﾆｭｰﾄﾝﾌﾟﾚｽ 厳選された様々なタイプの60問収録

427 井上 伸雄 ペレ出版 最新の具体的な利用例を示し説明

数学パズル大図鑑

「電波と光」のことが一冊でまるごとわかる

こども手に職図鑑: AIに取って代わられない仕事100

地震イツモマニュアル

１４歳からわかる生活保護　　（★）

調べ学習パーフェクトガイド

ヘンな科学

これからの「正義」のはなしをしよう

真実を発見!科学捜査 : DNA鑑定から死因究明まで

図解でわかる　１４歳から考える　資本主義

地図とデータで見るSDGｓの世界ハンドブック

格差の世界地図

地図で読み解く初耳秘話　東京のトリセツ

人間の土地へ

ヴィジュアル　歴史百科

くらしをくらべる
戦前・戦中・戦後

古舘 明廣 岩崎書店

しらべよう！４７都道府県

郷土の発展につくし
た先人

北 俊夫／監修 偕成社 

お寺のどうぶつ図鑑

新版 古寺巡礼　奈良 梅原 猛／監修 淡交通

科学者の伝記 清水 洋美 汐文社

書名

１３歳からの「ネットのルール」

ネットの約束 今から知っておきたいルールとマナー

朝日ジュニア学習年鑑2021

アイデアはどこからやってくる？（★）

偽善のススメ １０代からの倫理学講座（★）

正義の教室 善く生きるための哲学入門

『真実を発見!科学捜査』

石澤 不二雄／監修
『ヘンな科学』 五十嵐 杏南／著

「〈おでこ〉は顔か頭どっち？」

危機元

琵琶湖疎水をつくり
荒れはてた京都を復興

した「田邉朔郎」、世界

で初めて真珠の養殖に
成功た「御木本幸吉」な

ど、郷土に貢献した先人
の名前や業績がわかる

アジア・太平洋戦争を境

に、日本の暮らしがどのよ

うに変わったか、その変化

と理由を知り、そして社会

のあり方を考える本。

子どもの科学シリーズが、動画も

学べるＮＥＸＴとなって登場。

この本は、ある放火事件を想定し、
それを解決するために科捜研、鑑識、

捜査の人たちがどのように犯罪を

暴いていくか、科学捜査の技術が詳

しく解説されています。

日本人女性として初めて世界第２位

の高さの「Ｋ２」に登頂を果たした著者。

その後ふもとの生活に魅入られ、カメ

ラマンに転身。シリアで、ある遊牧民の

一家と出会い、十二男と結婚します。
この本は、変わりゆくシリアでの二人

の生活と、内戦の地の人々が翻弄され

る姿を綴ったノンフィクションです。

（★）・・・１４歳の世渡り術） ＊・・・リクエスト

紹介したものの他にも新着本あります。

『人間の土地へ』 小松 由佳／著

自分も友だちも巻き

込まないよう、「ネットの

ルール」が身につく本。

Ｑ＆Ａが見開きで簡潔！

自分の行為が「偽善」なのかと思

い、行動できないことありませんか？

お寺に祀られている

動物や、想像上の霊獣

の由来やご利益、大切

に崇めている日本全国

のお寺などを紹介。

大気と海の放射能汚染などを研究した
猿橋勝子、「日本の十大発明」の一つとい
われる「うま味成分」を発見した池田
菊苗など科学者にスポットを当てた伝記

＊リ

＊リ

日本にやってくる難民を長年支援し

てきたのが著者が、色々な体験談とと

もに、今難民の人たちが置かれている
状況やくらしを綴っています。

誰でも、病気やケガなどで

必要になるかもしれない「生

活保護」について、正しく知り、
誤った差別を改める入門書

「緊急時に物価が高騰する
のは？」「1人殺せば５人が助
かる。あなたはどうする？」
など、様々な正解のない事例
を出して「君ならどう考える
か」と学生に問いかけるハー
バード大学超人気哲学講義。

人々を笑わせ、考えさせた研究を

称える「イグノーベル賞」。「たまごっ

ち」「カラオケ」など日本人はなぜか

毎年受賞しているそうです。この本

は、「話が長い人を黙らせる機械」や

「テキーラからダイヤモンドが作れる」

など、比較的最近の物が紹介されて

います。笑った後考えさせられるかも。



469 こどもくらぶ／編 丸善出版

469

469

493 仲野 徹 河出書房新社 ウイルス・細菌・免疫入門

498 森村 尚登 河出書房新社 現場ではどう考え何を優先するか

517 川上 真哉 誠文堂新光社

520 隈研吾 河出書房新社

536 西上 いつき SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

543 ｲﾝﾌｫﾋﾞｼﾞｭｱﾙ研究所 太田出版

596 青木 ゆり子 誠文堂出版社

611 雨宮 処凛 河出書房新社 専門家６名を訪ね「原発」を学ぶ

699 榮谷明子 汐文社 子どもたちのためのラジオ番組を!

913 石川 宏千花 小学館

913

913

913 辻村 深月 文藝春秋

913 にしがき ようこ PHP研究所

913 長谷川 まりる 講談社

913 村上 しいこ 講談社

913 氏田 雄介 PHP研究所

917 きたやま ようこ PHP研究所

933 リサ・トンプソン PHP研究所

933 ピーター・ブラウン 福音館書店

B913 知念 実希人 光文社 「真夏のおはなし会」バトル本

B933

B933

E913 富安 陽子 福音館書店 地獄カンパニーの平社員が主人公オニのサラリーマン

ぼくと石の兵士

帰れ野生のロボット

優しい死神の飼い方

ロボット・イン・ザ・ハウス デボラ・インストー

ル／著

松原葉子／訳
小学館

ロボット・イン・ザ・スクール

琥珀の夏

イカル荘へようこそ 

お絵描き禁止の国

みつばちと少年

意味がわかるとゾクゾクする超短編小説 54字の物語

りっぱな犬になる方法（バイリンガル版）

14歳からの原発問題　　（★）

希望、きこえる? ルワンダのラジオに子どもの歌が流れた日

化けの皮　見た目レンタルショップ

医学のひよこ
海堂 尊 KADOKAWA

医学のつばさ

みんなに話したくなる感染症のはなし　（★）

いのちを救う災害時医療　　（★）

防災にも役立つ！　川のしくみ

建築家になりたい君へ　　（★）

電車を運転する技術

１４歳から知る！　食べ物と人類の１万年史

世界の郷土料理事典

ビジュアル 顔の大研究

さらに　ざんねんないきもの事典
今泉　忠明／監修 高橋書店

ますます　ざんねんないきもの事典

『みつばちと少年』 村上 しいこ／著このも『帰れ野生のロボット』 ピーター・ブラウン ／著

前沢 明枝／訳
『見た目レンタルショップ 化けの皮』

石川 宏千花／著

カルト的な〈ミライの学校〉があった

敷地で子どもの白骨死体が発見される。

「〈おでこ〉は顔か頭どっち？」

「欧米のコインは横顔が多く日本人

は正面」など、顔について、さまざ
まな角度から調べた、奥深い本。

無人島から回収された野生ロボット

のロズは、修理後新しい雇い主のもと

に。野生の記憶が残っているロズは、
そのことを隠して農場で働き、信頼を

得ます。動物や子どもたちとも仲良く
なりますが、息子（鳥のガン）のキラリ

や友だちのことが忘れられません。再

会を果たせるのでしょうか。これからの
人間社会のありかたも気になります。

ハルはマンガを書くのが好きな中３
の少女。同級生の女の子を好きになり、
自分の気持ちに気づくことに・・・。

＊リ

＊リ

＊リ

＊リ

＊リ

＊リ

中年ダメ男と時代遅れのロボットと
の「修理」の旅を描いたお話の続編。元
妻エイミーに女の子が生まれます。

「運転士泣かせの駅」な

ど、「ならでは」の情報が随

所に散りばめられた、鉄道
ファンにはたまらない本。

源流から海まで 流れる水の働きや地

形の変化がよくわかり、「本自然災害のし

くみとその対策もしっかりと解説。

「ことば・・・体全部使い表現しよう。」
など、立派な犬になる方法44項目を
英語と日本語で紹介した楽しい本。

曾根崎薫は東城大医学
部に通う中学生(詳しくは
『医学のたまご』を)。仲間
たちと洞穴探険中に、巨大
卵を発見するのですが・・・。

人間に化けた狐（＝店員）と客の中

身を入れ替えさせることができる妖

力を祖父から受け継いだ大学生の庵
路。古民家を改築し個性的な4人（匹）

とレンタルショップを営んで暮らして
います。果たして、希望する〈見た目〉

に入れ替わった１０人の客は、どんな体

験し、何を感じたでしょうか？

公園にある石の兵士はオーエンに
とって何でも話せる心の友。けれども
その石の兵士が撤去されることに。

人付き合いが苦手な中学１年生の

雅也のひと夏の成長物語です。北

海道で養蜂場を営むおじさんのと
ころへ行くはずが、宿泊先が急に

「北の太陽」という養護施設になり、
戸惑いながらも、自然や、施設の人

と触れ合う中で学んでいきます。

「みつばちマーヤの冒険」から思い
を巡らす雅也の姿が印象的です。

＊リ

Ｑ１ あなたが今興味を持っていて、そのことについて知る本が図書館にあればよいと思う分野

（例 刺繍・古生代の生物・キャンプ・５Ｋ・発酵食品など）を教えてください。



304 未来をつくるあなたへ 中満 泉

453 地震はなぜ起きる？ 鎌田 浩毅

519 地球温暖化を解決したい 小西 雅子

911 俳句部はじめました 神野 紗希

Iwanami　Junior

Start Books

ジュニスタ

岩波書店

図書館の便利な検索を利用してみましょう

クイズ１．「ようこそ学校図書館へ」を利用して、検索しましょう。
『なりたて中学生』は松溪中学校の図書館に何巻所蔵していますか？

答えに〇 A ２巻 B ３巻 C ４巻

★★☆ 夏休み貸出…１人５冊 そのうち１冊に新書はいかが？ ☆★★

新着新書紹介

＊正解者は貸出プラス
1冊券がもらえます

き り りと

夏休み特集！ 図書館の便利活用法！ ＆ 新着新書紹介

★★☆ タブレットを使って、松溪中学校図書館の本が検索できます ☆★★

［学校のみ利用可能］…１冊のみ予約可
＊カーリル「学校図書館支援プログラム
を利用して、松溪中学校の蔵書検索が
できます。（貸出状況はわかりません）

こちらへ
アクセス

［家でも利用可能］

＊OPACシステム
ようこそ図書館へ
を利用して、松溪
中学校の蔵書検索、
貸出状況、予約が
できます

https://・・・・

クイズ２．「カーリル」で検索しましょう。松溪中学校の図書館に
所蔵している本のタイトルを１冊答えてください

今まで知らなか

新書「あらまし読み」
表紙のタイトルや、裏表紙

に書かれたあらすじ、前書き、
目次などを頼りに、サクッと
読みながら本選びをしてみて。

本のバーコード、図書館で
読み取る生徒番号など、図書
館でもIDを利用します。身近
なIDを通じて、今まで知らな
かったIDの秘密や、裏事情も
わかり、楽しく読める本です。

温暖化を解決するカギである
エネルギーの選び方について解
説した本。それぞれの長所・短
所を図やグラフ入りで丁寧に解
説しています。さらに知識を深
める本やWEBも巻末で紹介！

答え．本のタイトル

一人の人間は、「分けられな
い individual」な存在ではなく、
相手、状況により様々な自分を
自然に使い分けている「分人」
という著者の考え方。身近な例
でわかりやすく説明されていて
います。自分探しのヒントに！

「ジュニスタ」ってどんな本？
●中学生が自分の可能性を広げ
ていくためのシリーズ
●「自分で考える力」を養う
視点を提示します。
●「正解のない問い」の答えを
いっしょに探ります。
●新しい世界を知り、
興味や関心を広げることを
応援するシリーズです
（各巻 「本のそで」より）

S007 佐藤 一郎 丸善出版

S210 渡邉 尚志 筑摩書房

S316 ｼﾞｪｰﾑｽ・M・ﾀﾞｰﾏﾝ 筑摩書房

S319 橋本 昇 岩波書店

S331 徳田 賢二 筑摩書房

S361 外川　浩子 岩波書店

S366 川人 博 岩波書店

S367 上野 千鶴子 岩波書店

S830 小池 直己・佐藤 誠司 岩波書店

S914 平野 啓一郎 講談社

値段がわかれば社会がわかる

人は見た目というけれど　私の顔で,自分らしく

過労死しない働き方

女の子はどう生きるか

自分を励ます英語名言101

私とは何か : 「個人」から「分人」へ

IDの秘密

百姓たちの江戸時代

アメリカ黒人史—奴隷制からBLMまで

内戦の地に生きる: フォトグラファーが見た「いのち」
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