
特集！「読書郵便」で紹介された本購入！＆「新書 or 英語」?

2022年２月

杉並区立松溪中学校

学校司書 新木

スキー移動教室、川越校外学習も無事に
終え、次は文化発表会展示の部。図書館で
はそれに先行し「読書郵便」の一部を掲示
しています。各学年の「日めくり」も作成
しましたので、読書の参考にしてください。

図書委員からの贈り物（特製しおりつき)

新着新書

食べ物が「商品」と
なり資本主義経済の仕
組みに組み込まれてし
まった歴史と、そのカ
ラクリを紹介した本。

新書 or 英語 どっち読む？

新書か英語の本を借りて
スタンプを３個集めると、
貸出＋１冊券がもらえます。

読書郵便で紹介された本を
購入しました！(紹介文より)

『ヒロシマをのこす 平和記念資料
館をつくった人・長岡省吾』

佐藤 真澄／著 汐文社

『吾輩も猫である』
(アンソロジー) 新潮社

『陽気なギャングが地球を回す』
伊坂 幸太郎／著 祥伝社

長岡省吾を知っていますか……？

この本は平和資料館をつくった長岡省吾

の伝記です。原爆のおそろしさを伝える

ために自主的に活動を続ける長岡の努力

を感じることができます。

[嘘を見抜く名人][天才スリ][演説の

達人][正確な体内時計を持つ女]。この

四人はある日それぞれの持つ理由から

銀行強盗を決行し成功させます。しか

し逃走中に同業者に奪われてしまい…。

〈感想一部〉この本から、信頼という

力の大きさを学んだ。伏線回収がされ

ているので謎解きが好きな皆さんへ。

この本は、夏目漱石の生誕150年記

念で出版された本です。猫に関するか

わいい話がつまったショートショート

集!! いやされたい人にオススメ!!

〈感想〉猫の気持ちを考え

ることがなかなかないので、

新鮮でおもしろかったです。

分類 著者名 出版社

002 桐光学園＋編集部／編 筑摩書房

007 美馬 のゆり 岩波書店

100 藤田 正勝 岩波書店

204 桐光学園＋編集部／編 筑摩書房

210 本郷 和仁 扶桑社

410 坂間 千秋 岩波書店

420 ジョー・ヘルマンス 岩波書店

462 盛口 満 岩波書店

611 平賀 緑 岩波書店

783.4 藤坂ガルシア千鶴 講談社

809 上坂 博亨 他 岩波書店

810 渡部 泰明 他 岩波書店

911 藤田 真一 岩波書店

　　　　　書　　　　　　名

学ぶということ　続中学からの大学講義１

AIの時代を生きる 未来をデザインする創造力と共感力

はじめての哲学

歴史の読みかた　続中学からの大学講義２

空白の日本史

深掘り！中学数学　教科書に書かれていない数学の話

確かめてナットク!物理の法則

ゲッチョ先生と行く沖縄自然探検

食べものから学ぶ世界史 人も自然も壊さない経済とは?

ストライカーのつくり方 

コミュニケーション力を高めるプレゼン・発表術

国語をめぐる冒険

俳句のきた道 芭蕉・蕪村・一茶

〈感想要約〉長岡が集めた展示品の中で

原爆投下の8時15分で止まった懐中時計

が、頭に残っています。被爆

して亡くなってしまった人の

人生と重なって思え、悲しさ

と同時に原爆のおそろしさを

痛感しました。

１C I さん紹介文

３C Ｎさん紹介文
１Ａ Ｏさん紹介文

✻英語多読教材
（ＯＲＴ）や
英語記録ノート
もあります。

スタンプカード配布！

投票数の多かったしおりです

ＤＶＤリーダー購入！

「英語多読は名作ではじめる」
ステップ４ (１０００～１８００語)

「こびとのくつや」「シンデレラ」
など、馴染みのあるお話全５巻。
語数・文法の難易度が配慮され
た中学生向けの本です。(ＣＤ付)

「世界のおとぎ話」
誰もが知っている

お話を２０話(約２００語)
ＣＤで聞いたり、日本語
で確認したりできます。

タブレットに繋ぐと、
英語教材付属のＣＤを
聞くことができます。
是非、試してください。
利用希望者は新木まで

「三角形の内角の和は、
なぜ１８０度になる」「すい
体の体積が１／３になるわ
け」など、「ルール」で片づ
けず、理由を掘り下げ解説



031 ポプラ社 最新情報満載の6500項目を新たに追加!

204 竹内 薫／訳・監修 小学館

209 羽田 正／監修 大月書店

302 北村 豊／監修 太田出版

302 ｱﾗｰ・ｱﾙｼﾞｬﾘｰﾙ 講談社

319 佐藤 真澄 汐文社

320 小貫 篤 筑摩書房

338 小島 健 幻冬舎

375 佐藤 真久／監修 宣伝会議

383 小泉 武夫 筑摩書房

383 佐伯 真二 ナツメ社

404 柳田理科雄 ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ

404 竹内 薫／訳・監修 小学館

440 竹内 薫／訳・監修 小学館

460 福岡 伸一 主婦の友社

465 ひと目でわかる！ウイルス大解剖 川口 寧／監修 誠文堂新光社

491 竹内 薫／訳・監修 小学館

496 伊藤 亜紗 筑摩書房

519 竹内 薫／訳・監修 小学館

586 田村均／監修 さきたま出版会

611 井出 留美 筑摩書房

798 伊沢 拓司 ほるぷ出版

810 志村ゆかり／編著 ｽﾘｰｴｰﾈｯﾄﾜｰｸ 海外から来た生徒のための日本語学習

821 人名の漢字語源辞典 加納 喜光 東京堂出版

821 植物の漢字語源辞典 加納 喜光 東京堂出版

821 加納 喜光 東京堂出版

911 青山 由紀／監修 金の星社 美しい写真・親しみやすいイラスト入りで！

910 米沢穂信 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 「古典部」メンバーの本棚等を収録。

913 石川　千 あすなろ書房

913 逢坂冬馬 早川書房

913 伊藤 クミコ 講談社

913 ポーチとノート こまつ あやこ 講談社

913 黒川 裕子 さ・え・ら書房

913 みずの まい 学研プラス １３００年前の人も恋に浮かれ、恋に悩んだ!

933 ジョーン・バウアー 小学館

933 ｼﾞｭｴﾙ・ﾊﾟｰｶｰ・ﾛｰｽﾞ 評論社

B913 伊坂 幸太郎 祥伝社

B913 (アンソロジー) 新潮社

#マイネーム  

陽気なギャングが地球を回す  

吾輩も猫である

ルーミーとオリーブの特別な10か月

万葉集の恋ばな　～春夏秋冬

ポプラディア　第3版

図解でわかる １４歳から知っておきたい中国

シリアで猫を救う

法は君のためにある(ちくまＱブックス）

知識０からのユーロ入門

歴史について知っておくべき１００のこと

輪切りで見える！パノラマ世界史　全５巻

米沢穂信と古典部

青春の帝国

きみの体は何者か(ちくまＱブックス）

川越商都の木綿遺産―川越唐棧・織物市場・染織学校

この星を救うために知っておくべき１００のこと

ヒロシマをのこす  

動物の漢字語源辞典

ＳＤＧｓ時代の食べ方(ちくまＱブックス）

東大生クイズ王 伊沢拓司の軌跡１

中学生のにほんご　社会生活編

ＳＤＧｓダイバーシティBOOK

世界一くさい食べ物(ちくまＱブックス）

ゴースト・ボーイズ　ぼくが十二歳で死んだわけ

季節の言葉　全４巻

おいしい昆虫記

最後の講義　どうして生命にそんなに価値があるのか

科学について知っておくべき１００のこと

宇宙について知っておくべき１００のこと

空想科学読本　第５・７巻

同志少女よ、敵を撃て

この言葉が、きみの呪いを解くのなら

人体について知っておくべき１００のこと

どうどす

『＃マイネーム』 黒川裕子／著 『同志少女よ、敵を撃て』 逢坂冬馬／著

他にも継続本･学習本などあります

＊リ・・・リクエスト本

ど子犬ルミーの10か

月の成長をオリーブ

の視点で追いながら、

2月

＊リ＊リ＊リ

飢餓の要因は食糧不足だけでなく、食
料を入手する権利や能力がないため。解
決するために取り組むべきことを解説。

ジェロームは、おもちゃの銃で遊ん

でいたところを白人警官に撃たれ、命

を落とします。ゴーストになった彼と生

前の彼を交互に描きながら、事件の全

貌や、心の動きに迫っていきます。彼を

撃った警官、その娘や、実在の事件の被

害者ゴーストも登場します。彼らの苦し

み、差別や偏見の根深さ、「より良い世

界にしたい」という気づきを描いた本。

＊リ

激しい戦闘を繰り広げるシリ
アのアレッポで、負傷者救助に
奔走しながら、置き去りにされ
た猫も救うために懸命に活動
し続ける著者が描いた回想録。

＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ

『ゴースト・ボーイズ ぼくが十二歳で死んだわけ』
ジュエル・パーカー・ローズ／著 武富博子／訳

＊寄

＊リ

＊リ＊リ

＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ

＊リ

巨大な国土・人口・力を持つ
中国。その近現代中心の歴史、
現状や問題点を多角的にとら
え図解した中国を知る本。見開
きで簡潔にまとまっています。

未来の食料資源として注目される昆虫。
419種の虫を食べ尽くし、ラオスで栄養問題
に取り組む研究者の情報満載エッセイ。

「絶え間のない流れの中で合成と分解を
繰り返しているさまは、『変わらないために
変わり続けている』と言い表せます」(文中)

「唐桟」（とうざん）とは、江戸時代、東南
アジアからもたらされた上質な縞木綿。木
綿を通して川越の歴史を写真満載で解説

多様な人が活き、活かされる社会を目指
し制作された本。様々な企業のアイデア、
取り組み事例なども掲載されています。

＊リ

＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ

「動物」４８０語「植物」４７０語
「人名」1102字収録本来の意味
とその語源・字源、さらには中
国と日本での使い方の違いも
解説。豆知識としても楽しめる。

＊リ＊リ＊リ

＊リ

＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ

両親を失い、異母姉と暮ら
すことになったオリーブは、
盲導犬候補の子犬ルーミーと
出会います。ルーミーとともに
様々なことを学び成長する彼
女自身の姿も描いたＹＡ小説。

＊リ＊リ

＊リ

＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ

どうどす

複雑な情報やデータを一枚の
絵で視覚的に伝える「インフォグ
ラフィックス」シリーズ。「騒がしい
サンゴ礁が健康」「タコは心臓が
３つ」等、楽しく知識が得られる。

１本の電話で、２３年前が一瞬で蘇り・・・。
１４歳の少女の繊細な自意識に苛まれて
いた苦しさと、他者への気付きを描いた話。

＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ＊リ

「思い通りにならないこと」が「思っても
みなかったこと」をつれてくる。「この本は
きみがきみの体を好きになる本」(文中より)

中３の花は密かに憧れている
結翔と、文化祭でする演劇の脚
本を書くことに。二人は家庭の事
情を抱えており、しかも、クラスの
中心メンバーからダメ出しが・・・。

第二次世界大戦下、ドイツ軍に家族や

故郷を奪われた少女たち。生き抜くこと

を選択をした彼女たちは、過酷な訓練を

経てソ連軍の女性狙撃小隊として前線

へ向かいます。激戦地、極限状態での緊

迫感、女性が背負う現状と怒り、狙撃す

ることへの恐怖心と高揚感、戦争に巻き

込まれた人たちの苦悩や心の変化が丁

寧に描かれた臨場感あふれる作品です。

両親の離婚で名字が変わった明音

は、入学した中学で「名字にさんづけ

で呼ぶ活動」が始まったことが不満。

そんな時、ＳＮＳで地元中学生限定のス

レッド【自分の名前がきらいなやつ集ま

れ】 を見つけ参加、ＴＲ主の呼びかけ

で「呼ばれたい名前の名札」を付けて

登校しますが・・・。差別や家庭の事情、

心の叫びについても描かれています。


