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杉並区立松溪中学校

学校司書 新木

＊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。右下の
おみくじ券を切り取って図書館へ。
おみくじが引けます。
参加した人は、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

図書館発！ 新年お楽しみイベント

令和四年 丑年
今年もよろしくお願いします

「壬寅」は「陽気を孕み、春の胎動を助く」

＊当たりマークが無かった人も、
貸し出し一冊プラス券、
本のしおり、その他がもらえます。

*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

図書館からのお知らせ

・朝読書を配布しました。既読
の本だった人、読み終えた人、
読んでみて合わなかった人は、
図書館で借り換えて下さい。

・冬休み貸出の本の返却期限
は１月１４日(金)です。

プロジェクターで
絵本を映しながら、
『ビロードのうさぎ』を、
配役を決めて、読み
聞かせしました。

『最近、地球
が暑くてクマ
ってます。』

『世界で一番
の贈りもの』 『幸福の王子』

本の紹介！

『山月記』 中島 敦／著

寅年にのおすすめの本！

こんな本もおすすめ！

『虎と月』 柳 広司／著

『トラ学のすすめ アムールトラが教える

地球環境の危機 』 関 啓子／著

「父は虎になった」と
聞かされ育ったぼく。14
歳になり「ぼくも虎にな
るのか」という不安を抱
えながら、父親が虎に
なった理由を探る旅に出
ます。『虎」の正体や李
徴が作った漢詩に隠され
た謎など、ミステリー
仕立ての成長物語です。

スピンオフ作品

『新釈 走れメロス 他

4編』 森見 登美彦／著

舞台を現代に設定した
スピンオフ連作短編集。

「山月記」は、後世に名
を残す作家を目指した京
都の大学生が、もがき、
狂い、身を滅ぼしていく
様を本人・友人両視点か
ら詳細に描いた作品です。

日本にはトラが生息していないのに、会社の商標
になったり慣用句に使われたりと、雄々しいイメージ
がありますが、実は不器用で繊細な生き物です。

絶滅危機が迫っているアムールトラをとり
巻く環境についての知識を学びながら、
環境問題を考えることができる本です。

高級役人の袁惨は、ある日旅先の林で、

発狂し人喰い虎となった旧友李徴と出くわ
します。そこで語られた李徴の数奇な運命
とは。この話は、なぜ李徴が虎になったの
かが、彼自身が語る言葉から、あるいは行
間から考察される名作です。下地となった
中国古典「人虎伝」とも比較されたりして
います。またスピンオフ作品もあるので、
様々な楽しみ方をしてください。

クリスマスイベントは、図書委員の自発的な

準備と多くの参加者のお蔭で、充実したものと

なりました。今年も寅年の力を借り、生命力あ

ふれる図書館を目指していきます。ぜひ図書館

に立ち寄り、小さな発見・気づきをしてくださ

い。まずは、お正月イベント、要チェック！

みずのえとら はら



１２月21日朝読タイム

朗読放送

『ねらわれた星』より

「ある研究」

星新一／著

理論社

本のおみくじ

１月１３日(木)～

＊この券で１回おみくじが引けます

先生方にご協力いただい
た放送朗読は、いかがでし
たか？「ある研究」とは、
人類の最も偉大な「原始人
が火を発見」するための大
切な研究だったのですね。

・投票をしています。
締め切り 1月15日（土）

「本のしおりデザインコンクール」

・応募されたしおりは、今年
の返却期間を伝えるしおり
として利用しています。

分類 著者名 出版社 一言コメント

002 桐光学園／編 筑摩書房

209 かみゆ歴史編集部 ナツメ社

302 桜木 武史 ポプラ社

391 寺井広樹 笠間書院

404 QuizKnock 講談社

451 武田 康男 緑書房

596 前川 佳代 かもがわ出版

686 川島令三 天夢人

726 高木 亮 現代書館

754 V.V.ｾﾛﾜ 　V.Y.ｾﾛﾌ マール社

757 ingectar‐e インプレス 3色配色のコツを覚えてセンス良く!

814 山口 謠司 笠倉出版社 巧みな単語で「好き」を拡散！

913 月曜日の抹茶カフェ 青山 美智子 宝島社

913 砥上 裕將 講談社

913 藤岡 陽子 ポプラ社

913 双葉社

929 ソン・ウォンピョン 祥伝社

933 K.R.アレグザンダー 小学館

B913 ほしお さなえ 角川春樹事務所

B933 スタインベック 新潮社

夜に駆ける YOASOBI小説集

三十の反撃

顔のない花嫁

菓子屋横丁月光荘

推しことば類語辞典

７．５グラムの奇跡

跳べ、暁！

楽しい雪の結晶観察図鑑

書名

続・中学生からの大学講義3 創造するということ

ハツカネズミと人間

３色だけでセンスのいい色

イラストでサクッと理解 流れが見えてくる世界史図鑑

シリアの戦争で、友だちが死んだ

オカルト怪異事典

QuizKnock式!! サイエンスBOOK

古典がおいしい! 平安時代のスイーツ

おとなの鉄学001 全国鉄道なるほど雑学

きりえや偽本大全

切り紙で作る 雪の結晶

『７．５グラムの奇跡』 砥上 裕將／著 『ハツカネズミと人間』スタインベック／著

大浦 暁生／訳

*リ

『月曜日の抹茶カフェ』 青山 美智子／著

*リ

*リ

現代の「なぜ」「どうして」の答えを
求め世界史を学べるよう、１～５章は
地域ごと、６章はテーマごとに解説。

紛争地取材をする著者が体験し
たことを描いたノンフィクション。
自身のケガ、シリアでの友人の死
などを経験しながらも、取材を続
ける理由や悲惨な現状が語られる。

１４歳の暁が転校してき
た平川中には、バスケット
部がなく、何とか部を立
ち上げたものの初心者ば
かりで前途多難そう・・・。

*リ

他にもあります。 はリクエスト本*リ

楽しい
きりえ画家が作りけた

パロディーブックカバー。
「美女と柳生」「人間
ひっかく」など、表紙も
内容紹介も楽しめます。

平安時代の古典に出てくる10種類
のスイーツを資料に基づいて再現し
たレシピです。古典のお話も添えて！

川越にある古民家で管理人をする
ことになった大学生には、「家の声」
が聞こえるという不思議な能力が。

毎年10月に町で開催さ
れる「お化け屋敷コンテス
ト」。今年こそ優勝するぞと
頑張るケヴィンでしたが・・・。
子ども向け本格ホラー！

今日は特にツイてないと思ってい

た携帯ショップ定員の美保。喫茶店

の定休日に偶然開かれていた「抹茶
カフェ」に立ち寄ります。この話から

始まり、様々な人たちが少しずつ縁
をつないでいく１２編の連作短編集

です。ツイてないと思っていること

もラッキーにつながっていく始まり

かもと勇気づけられる話です。

視能訓練士の恭一は眼科医院に

勤め始めたばかりの新人。不器用で

先輩に叱られる日々ですが、人の瞳
を見ることが好きで選んだ仕事で

す。素晴らしいスタッフに囲まれ、患
者の心に寄り添いながら成長してい

く姿を描いた連作短編集です。「見

えるということ」が「ありふれた奇
跡」なのだと実感させられます。

頭の回転が速い小男ジョージと、力

は強いけれども鈍いところのある大男

レニー。二人の夢は、小さな土地を手
に入れ、農場を持ち、うさぎを飼って暮

らすことですが、彼らを取り巻く環境
は残酷です。恐慌後のカリフォルニア

の農場を舞台にした二人の渡り労働者

を描いたノーベル賞作家の名作です。

１月


