2021年12月
杉並区立松溪中学校
学校司書 新木

予告！ 図書委員会企画「クリスマスおはなし会」＆ コラボ給食
午前
午後

図書館からのお知らせ

１０:００～１２：００
１３：３０～１６：００

★朝読書の本、回収日 12月2３日(木)
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、手続きをしてください

★冬休みの貸し出し12月1５日(水)～
一人5冊まで
返却期限 １月１５日(土)

午前中

・・ ・・

学 校 閉 庁 日

学校閉庁日

図書だより 令和３年 １２月号 担当 ２年図書委員
図書委員
企画！

クリスマスイベント開催中！

図書館では･･･クリスマスデコレーションをしているので
ぜひ来てください！
・一冊プラス券がもらえるクイズも！
＊超難問クイズに正解すると回数券がもらえます。

・クリスマス限定、スペシャルしおりもGetできる！
クリスマスおはなし会日時
日時 12月14日（火） お昼休み（１３：１０～）
場所 多目的ホール
おはなし会の内容
・クリスマスor冬におすすめの本を紹介
・読み聞かせ『ビロードのウサギ』

『ビロードのウサギ』

絵本

読書月間
＊クラス対抗読書パズル！

『私(の)〇〇な動物(生き物)』

担任が選んだ動物一覧
１Ａ
１Ｂ
１Ｃ
１Ｄ
２Ａ

私の名前にいる馬
私がさわってみたいコアラ
私のペットにしたい秋田犬
私が遭遇したいライオン
私のペットにしたい

２Ｂ
２Ｃ
３Ａ
３Ｂ

私が乗りたいゾウ
私が癒される琉金
私が遭遇したいウリボー
私が会いに行きたい

結果発表
１位 金賞 ３Ｃ
２位 銀賞 １Ｄ
３位 銅賞 ２Ｂ

ラフコリー
＊延滞冊数が多かった
２Ａ・３Ａには,
ハズレピースを２枚
ずつ入れました。

クォッカ
３Ｃ 私が飼ってみたい

『幽霊人命救助隊』高野 和明／著

ショウガラゴ

☆…落ち込んでいる、ハラハラしたい
＊シークレットブック「よみぐすり」！
『赤ひげ診療譚』山本 周五郎／著

『男振』

☆…いろいろなことがうまくいかない

いる人に

大失敗は悪いことばか
りじゃない
浜村先生

…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

『運転者』 喜多川泰／著

☆…つらいことばかり…と思う
椎名先生

＊「なんで俺ばっかりが…」
とつぶやく俺の前に、
「運を転じるのが仕事」
というタクシー運転者があらわれます。

池波 正太郎／著

☆ …取り返しのつかない
失敗だ！！と落ち込んで

ややミステリアスな医療
ものの短編集です。将来医
療にかかわる仕事を考えて
いる人には読んでほしい。
長崎で医学を学び出世を夢
見て江戸に帰ってきた保本
登ははたして…。辻校長先生

「人の命は尊い」こころ
からそう思える本です。

気が付いたら読み終わっています…！
一気読み、注意！！
小倉先生

「よみぐすり」の中で、先生
方からの紹介で新しく購入した
本を紹介します（寄贈本含む）

❤ …・好きな人がいる
❤ …人間関係の悩み
❤ …孤独を感じる
❤…癒されたい

☆…その他

『ミュージアムグッズのチカラ』

☆

大澤夏美／著
…ワクワクしたい

これを読んでいろいろな
博物館へ Lｅｔ’s go!!

『雨ニモマケズ Rain Won’t』

事務

森さん

宮沢賢治／著 ｱｰｻｰ・ﾋﾞﾅｰﾄﾞ／英訳

『夏草冬濤』 井上 靖／著

☆…自由・友情・青春

私たちの青春がこの作品に詰
まっています。 前盛先生
＊自身の幼少年期を題材にし
た『しろばんば』に続き、
中学時代を描く自伝的小説。

☆…視野を広げたい・英語(絵本)

で読んでみたい
多くの人々に知られているけ
れど、この薬の効き目がこれほ
ど強いとは。この薬を飲んでみ
て、私はバシッと頬を打たれた
気がし、その後少し視力がよく
なった気がします。(英語の辞書
は必要かも…) 中井先生

先生からのとっておきの
読書プレゼント

お楽しみに❣

『妖怪アパートの幽雅な日常』より

『妖怪アパートの幽雅な日常』
香月 日輪／著
講談社
中1で両親を失った夕士は、高校入学
を機に親せきの家を出て一人暮らしを
始めます。家賃が安くて賄い付きのア
パートには…。様々ないきさつで幽霊
になった、人間味(？）あふれる寿荘の
住人たち、学友たちとの触れ合いの
中で成長していく姿を描いたシリーズ。

12月20日（月）

12月17日（金）
・るり子さんのあったか
ラーメン 〈第10巻〉
・おやつコロッケ 〈第3巻〉

・ぞうすい 〈第10巻〉
・大人気から揚げ〈〃〉
・しっとりやきいも〈第9巻〉

12月21日（火）

12月22日（水）

香月日輪さんは、妖怪や幽霊たちとの
・極上すきやき 〈第9巻〉
＊松茸をエリンギにして
ユーモラスで温かい、けれども少し怖し
い、そんな話を多く描かれていました。
「違う世界や、違う価値観」を大切にな
さった香月さんは病気で亡くなられまし
た。連載途中の作品もあるのが残念です。

『風が強く吹いている』
三浦 しをん／著
かつての天才ランナーが弱小
陸上部を率いて箱根駅伝に挑む、
スポーツ青春物語。メンバーは
全員「竹青荘」の住人で、しか
も個性豊か。力の源である食事
の場面も多く、寮の食事や掃除、健康管
理まで、主将の灰二が気を配っています。

『妖怪アパートの幽雅な人々』
妖怪アパートシリーズに
登場する人々のプロフィー
ルや、アパートの間取りな
どイラスト入りで紹介。

・豪快鮭のチャンチャン
やき〈第5巻〉

『ライオンのおやつ』小川 糸／著
33歳で余命宣告を受けた雫は、余生を
小路 幸也／著
瀬戸内海にある「ライオンの家」で過ご
荻窪にある「元医院」を改
す選択をします。このホスピ
築したシェアハウスが舞台。
スは、毎週日曜日の「おやつ
どこか不器用な６人の住人と
の時間」に、誰かの「思い出
大家のタカ先生が、いい距離
のおやつ」が再現されます。
感で共同生活をする話です。
何でもない日々の大切さに気
折に触れ、バーベキューや水炊きなど
づく哀しくも心温まる話です。
皆で食事をする場面が描かれています。

『大江戸妖怪かわら版』 『僕とおじいちゃん
講談社 と魔法の塔』角川書店
６年生のたつみは、家
庭に居場所が感じられま
せん。そんなある日、町
外れの岬にある塔で、死
んだはずのおじいちゃん
と出会うのです。幽霊と
なったおじいちゃんと過
ごすことで気持ちに変化
が。

学校司書に聞いた、各中学校で人気
の本を、タイトルとともに展示した。
大盛況で、よく借りられていました。

妖怪アパート寿荘の料理を
作ってくれる、手だけの幽霊
るり子さん。小料理屋を持つ
ことが夢だったという、その
心のこもった料理を給食に！

『荻窪シェアハウス小助川』

給食

舞台は奇々怪々な住人
たちが暮らす魔都「大江
戸」。かわら版屋の記者
として働く少年が、たっ
た一人の人間です。彼を
取り巻く人々(？)や日常
におこる不思議な事件が
描かれます。

『妖怪アパートの幽雅な食卓』

図書

栄養士・深津さん
おすすめの本を紹介！
『魔女の宅急便』 角野英子／著
13歳の満月の夜にひとり立ちの旅に
出たキキは宅急便の仕事を始めます。
キキの故郷では、大みそかの夜、トマ
トで煮た大きな肉だんごを食べます。
お洒落と料理が大好きな角野栄子さん。
物語に登場する料理はすべて自分で作
れるもの。この本に登場する肉団子の
トマト煮、角野さんの思いの詰まった
トマトソースはブラジル仕込みだそう。

★★☆ 冬休み、松溪中学校図書館の本が家から検索できます ☆★★
＊カーリル「学校図書館
支援プログラム利用して、
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）
フリーワード
入力

こちらへ
アクセス

QR

https://private.calil.jp/
gk-･･･

12月
069 ミュージアムグッズのチカラ

大澤夏美

104 むかしむかしあるところに、哲学者がやってきた。

小川 仁志

他にも継続本･学習本などあります
＊リ・・・リクエスト本

高橋書店

209 １冊でわかるイラストでわかる 図解世界史

成美堂出版

210 １冊でわかるイラストでわかる 図解日本史

成美堂出版

291 「県境」「境界線」
291.5

＊リ

富士山の観察図鑑

333 ムズカシそうなSDGｓのことがひと目で優しくわかる本

浅井 建爾

実業之日本社

武田 康男

緑書房

＊寄 本田 亮
畑中 章宏

笠間書院

415 １００年の難問はなぜ溶けたのか

春日 真人

NHK出版

450 地理が解き明かす地球の風景

松本 穂高

ペレ出版

金井 真紀

519 図解でわかる

ｲﾝﾌｫﾋﾞｼﾞｭｱﾙ研究所

521 川越の建物

１４歳からの脱炭素社会
近代建築編

編集委員会

523 世界の名建築解剖図鑑

ｵｰｳｪﾝ ﾎﾌﾟｷﾝｽ

589 モダリーナのファッションパーツ図鑑

溝口康彦

589 メンズモダリーナのファッションパーツ図鑑

溝口康彦

596 海を渡った故郷の味

難民支援協会

646 ダチョウはアホだが役に立つ

塚本 康浩

＊リ 三戸 信惠

702 かわいい琳派

気象現象と合わせて
眺める富士山の観察はタ
イミングが重要。魅力的
な写真とともに文化・自
然環境など、さまざまな
角度から富士山を解説。

小学館

387 日本疫病図説: 絵に込められた病魔退散の祈り

486 虫ぎらいはなおるかな？

誰もが知っている昔話の登場人物と、歴
史上の哲学者たちの哲学問答。「その桃だ
れのもの？」「浦島太郎は偽善者か？」他

国書刊行会

祇園祭の鉾やらアマビエ図など、“疫
病芸術”50点以上を、時代・テーマ別にカ
ラー図版満載のビジュアルで一挙に紹介。

「水源のない池」「天井を流
れる川」など、様々な風景の成
り立ちには、地形や気候が大
きく関わっています。謎解きを
しながら地理も身につく本。

理論社
太田出版

成長しなくても豊かさのある「定常経済」
古代ギリシャから現代の建築までを網
羅。扉の種類や階段の構成、装飾など、イ
ラストとろもに詳細に解説された完全版。

仙波書房
エクスナレッジ

服のデザインにはそれぞれ名称があり
ます。1枚の服のそれぞれのパーツの呼び
名や種類をイラスト入りで。メンズ版も。

マール社
マール社
ﾄｩｰﾊﾞｰｼﾞﾝｽﾞ
幻冬舎
東京美術

726 ものがたりの家—吉田誠治 美術設定集

吉田 誠治

ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

726 鬼滅の暗号

瀧音 能之

宝島社

読解の書

780 東京オリンピック

激闘の記録

814 366日のにゃん言葉

読売新聞社

猫の写真と文学作品で語彙力を高める

913 クリスマスを探偵と
913 探偵は友人ではない
913 Ｓｔｏｒｙ

ｆｏｒ ｙｏｕ

913 妖怪アパートの幽雅な人々

ペズル 他

三才ブックス

伊坂幸太郎

河出書房新社

川澄 浩平

東京創元社

＊リ

講談社／編

講談社

＊リ

香月 日輪

講談社

＊リ 桃戸ハル・伊月咲
＊リ
913 ５分後に意外な結末Ｑ 正解より素敵なパズルの解き方
913 都会のトム＆ソーヤ

最強ガイド

＊リ

はやみ ねかおる

舞台はドイツ。探偵カールはクリスマス
のどうどす
の夜に、不思議な男に出会います。挿絵
が満載の心温まるおはなしです。

講談社

マチトム事件簿、登場人物全リスト

学研プラス

祖父の死で、落ち込んでいた
どうどす
少年スチューイは、エリーが引っ
越してきて元気になりますが、森
の秘密の場所で遊んでいると、
エリーが姿を消してしまい・・・。

山田 明
ピート・ハウトマン

評論社

B913 少女は卒業しない

朝井 リョウ

集英社

B913 サーチライトと誘蛾灯

櫻田 智也

東京創元社

B913 紙屋ふじさき記念館 麻の葉のカード

ほしお さなえ

KADOKAWA

B913 龍の耳を君に

丸山 正樹

東京創元社

B933 続あしながおじさん

ウェブスター

新潮社

B933 幸福な王子―ワイルド童話全集

オスカー・ワイルド

新潮社

B913 羊男のクリスマス

村上 春樹

講談社

ほしお さなえ／著
大学生の百花は、叔母に誘われた紙
小物のイベントに行き、紙雑貨に魅了
されます。購入した紙で作ったカードが
気に入られ、「紙屋ふじさき記念館」
のバイトをすることになりますが、館長
の一成はイベントで出会った時から不
愛想で・・・。和紙を愛す二人が作り出す
「紙雑貨」が欲しくなる心癒される物語。

聞いたことはあっても正しい
意味を説明できない「難言葉」。
５２人の文豪の作品から選んだ
言葉を１日１枚の猫の写真に癒さ
れながら語彙力を高めましょう。

学研プラス

933 きみのいた森で

『 紙屋ふじさき記念館 麻 の葉のカード 』

負傷しても気にしない程鈍感で、気が荒
いアホなダチョウ。実は並外れた免疫力が
あり、感染症から人間を守ってくれます。

図書館でもおなじみの62人
どうどす
の豪華著者が描く、三分間で心
がワクワクする物語を１冊にまと
めた本です。朝読書に最適。気
に入ったら図書館で作家探し！

913 キャプテン 新たなるプレイボール (部活系空色ノベルズ)

デフ・ヴォイス

琳派の先品の中から、かわいいものを
セレクト。脈々と流れる琳派の「かわいい」
ものへの捉え方も説明されている本。

『 龍の耳を君に デフ ・ヴォイス』 丸山 正樹／著
手話通訳士の荒井尚人が活躍するミ
ステリーシリーズ第２作。法廷や警察で
事件の被疑者となったろう者の通訳も
手掛ける荒井は、場面緘黙症の少年に
手話を教えることに。ある日、近所で起き
た殺人事件について少年が手話で語り
始めます。障がいのある人の証言の
有効性や家族との葛藤など、様々な問
題に立ち向かう姿を描いた連作集です。

他

とぼけた昆虫オタクが謎を
どうどす
解くミステリーの連作短編集。
公園の事件の構図は、巧みな
伏線によって驚きの真相へ!
羊男はクリスマスのための
どうどすmarusero
音楽を依頼されますが、なか
なか曲が書けません。呪いを
かけられたと知り、それを解
くために旅立ちますが・・・。

『続あしながおじさん』
ジーン・ウェブスター／著 畔柳 和代／訳
『あしながおじさん』の主人公ジュ
ディは、友人であるサリーに孤児院の
運営を任せます。何不自由ない家庭で
育ったサリーは、初めは気が乗りませ
んでしたが、奮闘しながら、徐々に孤児
院の運営にやりがいを感じていきます。
ジュディや恋人、「敵」と呼ぶ先生に送
る、ユーモアに富んだ手紙形態の小説。

