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学校司書 新木

＊１年生 朝読書の様子

New 課題図書（共通の棚〉紹介！

『タネの未来 僕が15歳で
タネの会社を起業したわけ』

小林 宙／著 家の光協会

2009年4月～2010年3月出版の本

生命の始まりからＡＩまで、人類の辿った道を

わかりやすく解説した子供向け人類史。第２章

農耕のはじまりにより、人々は作物を作り、定住

し、文明も発展しますが、人口が急激に増加し

争いも増えていきます。過去を辿り、これからど

う生きていくかを考えるヒントとなる本です。

伝統野菜の種を守るため、

全国各地の種苗店を巡りなが

ら中学3年生で起業した著者。

新しい流通システムや種への

熱い思いが伝わる本です。

『世界ショートセレクション』
シリーズ 理論社

『動物農場』(新訳版)
ジョージ・オーウェル／著

水戸部功／訳 早川書房
＊多くの名作を世に遺した世界
の作家たちの短編を新訳で収録。
短編でお気に入りの作家を見つけ、
長編へのチャレンジを。
ヨシタケシンスケの絵もかわいい。

『やさしい音』
三輪裕子／著

『くじけないで』
柴田 トヨ／著

90歳を過ぎて詩を
書き始めた著者。
そのみずみずしい
感性に感動！

『モグラ博士のモグラの話』
川田 伸一郎／著

謎の多いモグラの生態や
生物学研究を楽しく伝える

＊農場主を追い出して理想の共和国
を築いた動物たち。しかし動物たち
を待ち受けていたのは、権力を手に
した豚による独裁でした。ロシア革
命を寓意的に描いた風刺小説。

脳を持たないのに、光に向かっ

て伸び、熟すと甘い匂いを放つ。

そんな感覚に満ちた世界に生きる

植物たちを、生物学者が研究成果

を踏まえて解説している本です。

『こどもサピエンス史』 エングホルム／著
久山 葉子／訳 NHK出版

松溪中図書館司書新木です。よろしく
お願いします。前期図書委員も活動を始
めました。「延滞者ゼロにするためにど
うするか？」「習慣的なイベントをして
ほしい」などの生徒からの声に対応しよ
うと頑張っています。ぜひ図書館を利用
し、本との素敵な出会いをしてください。

＊１年生 図書館オリエンテーション

全学年、国語の時間
を利用して図書館オリ
エンテーションをしま
した。1年生も、朝読
書について・図書館利
用の説明・本の紹介な
どの後、読書や貸し出
しをして楽しみました。

仲間外れにされた
千波は、〈潮風〉と
名乗るメールに励
まされます。

『植物はそこまで知っている』
ダニエル・チャモヴィッツ／著
矢野真千子／訳 河出書房新社

図書館からのお願い

春休みの前に借りた本は、
返却期限が過ぎています。
速やかに返却してください。
図書委員会では延滞者０

を目指しています。

『香君』上下巻 上橋菜穂子／著

文藝春秋

今回の主人公は、動物や植物たちがコミュニ

ケーションとして発する＜香りの声＞を感じ取る

ことができる特殊な臭覚を持つ少女アイシャ。

初代〈香君〉によって〈神郷〉からもたらされた

という〈オアレ稲〉は、荒れた土地にも穂を実らせ、

その稲を管理することで、ウマール帝国は周辺諸

国を平定していきます。実はこの稲には、他の作物

が育たなくなるなど怖ろしい性質もあり、害虫が

つかないはずのオアレ稲に虫害が発生したことで

依存しすぎていたウマール帝国は、食糧危機に見

舞われます。アイシャは当代〈香君〉オリエと共に

人々を救おうと奔走します。オアレ稲が〈香りの声〉

で呼び寄せようとしているのは一体何なのか。

自然界の生態に迫る壮大なファンタジー。

司書おすすめの新着本



第6８回青少年読書感想文全国コンクール課題図書 中学生の部の本 紹介

『セカイを科学せよ！』 『江戸のジャーナリスト
葛飾北斎』

高校生の部の本

『建築家になりたい君へ』

『その扉をたたく音』

『クジラの骨と僕らの
未来』 中村玄 著／著

理論社

安田夏菜／著
講談社

Ｍ・Ｇ・ヘネシー／作

杉田七重／訳
鈴木出版

千野境子／著
国土社

瀬尾まいこ／著 集英社

日本とロシアが
ルーツのミハイル
は科学部の電脳班
で目立たぬように

活動していましたが、小動物の
「蟲(むし)」が大好きだという
転校生の葉奈が入部してきます。
彼女は日本とアメリカがルーツ、
はっきりした性格で入部早々、
科学部に生物班を復活させると
張り切っています。様々なトラ
ブルもあり、生物班の存続をか
けた「科学的な取り組みの成果」
を求められますが、果たして？

、 90歳で世を去っ

てからも、「神出鬼

没」に活躍する北斎。

著者は、過去の人気

や評判、栄光にひたるよりも、新

たに登場した事象や現象の方に

関心を掻き立てられた絵師北斎

の、ジャーナリストとしての眼に

注目しています。「人間・北斎」に

スポットライトをあて、その魅力や

謎を探り、北斎について解き明か

していこうとした本です。

＊好きを貫いてクジラの研
究者になった著者がその少
年時代をユーモラスに語る。

身寄りがいないけ
れど優秀なナヴィア、
「極秘任務に就く？」

ヴィク、スペイン語で話すマー
ラ、それぞれの事情でミセスK
の家に預けられた3人の里子た
ち。打ち解けることなく過ごし
ていましたが、アスペルガーの
男の子が仲間入りします。彼が
恋しがるママに会わせてあげよ
うと4人で冒険に出かけること
になり、話が展開していきます。
里親制に触れつつも心温まる本。

『海を見た日』

＊音楽への夢を断ち切れな
い若者と高齢者施設の入居
者とが心通わせる物語。

隈研吾／著 河出書房新社

＊１0歳で建築家を志し、新
国立競技場を設計した著者
が綴る10代へのメッセージ。

175 岸川 雅範／監修 成美堂出版

209 ＮＨＫ出版

291 塩原 直美／監修 岩崎書店

480 佐藤 洋一郎 理論社

489 中村 玄 理論社

498 増田 史 ナツメ社

721 千野 境子 国土社

726 リト＠葉っぱ切り絵 講談社

913 上橋 菜穂子 文藝春秋

913 瀬尾 まいこ 集英社

913 廣嶋 玲子 小峰書店

913 藤原 七瀬 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 安田 夏菜 講談社

930 北原 尚彦 エクスナレッジ

933 チェスタトン 理論社

933 ディケンズ 理論社

933 Ｍ・Ｇ・ヘネシー 理論社

953 エーメ マルセル 理論社

989 カレル・チャペック 理論社

B913 桜庭 一樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

B913 武田綾乃 宝島社

B913 太宰 治 新潮社

B913 太宰 治 新潮社

B913 堂場 瞬一 実業之日本社

B913 堂場 瞬一 実業之日本社

B933 ｼﾞｮｰｼﾞ・ｵｰｳｪﾙ 早川書房

B933 ﾌﾚﾄﾞﾘｯｸ･ﾌﾞﾗｳﾝ 東京創元社

新ハムレット

チームⅡ

真っ白な噓（新訳版）

ヒート

その扉をたたく音

動物農場〔新訳版〕

ヒイラギ莊の小さな恋(ディケンズ ショートセレクション)

狐霊の檻 (Sunnyside Books) 

セカイを科学せよ!

シャーロックホームズの建築

ブラウン神父 呪いの書(チェスタトン ショートセレクション)

雷轟と猫

京都まるごと図鑑

こどもサピエンス史: 生命の始まりからAIまで

全部わかる　神社ガイド

クジラの骨と僕らの未来

しんどい時の自分の守り方

森の物語(シートンショートセレクション)

香君　上下巻

江戸のジャーナリスト

響け! ユーフォニアム 北宇治高校吹奏楽部のホントの話

いつでも君のそばにいる 小さなちいさな優しい世界

海を見た日

壁抜け男(エーメショートセレクション）

５つのパン(チャペックショートセレクション)

ＧＯＳＩＣＫ　ＲＥＤ グレイウルフ探偵社編

グッド・バイ

どうどす

どうどす

＊リ

どうどす

どうどす

どうどす

＊リ

どうどす

４月

＊リ

＊リ

＊リ

どうどす

どうどす

境内の建物配置や参拝など基本的な

情報をはじめ、信仰グループ、ご利益と

神社の関係、１０００年を超える社の

起源や歴史歴史など、全てがわかる！

ストレスの原因を見える化し、

しんどさを手放し「心のお助

けノート」を作っておくなど、
ラクに生きるスキルを紹介！

一枚の葉っぱの上に広がる、

優しくてどこかユーモラスな
世界。見て、読んで、幸せな気

持ちになれる切り絵作品集。

どうどす

・リクエストの本注文中です。

・予約できます。

「ハムレット」の戯曲に沿い

現代人の心理的葛藤が描か
れた、ユーモアと皮肉に満ち
た表題作他、西洋の古典を題

材にした太宰中期の作品集。

ホームズ研究家の著者と一

級建築士の村山隆司氏が17の
事件を題材に、物語の中に登

場する建物を徹底的に考察！

冴えない中年の独身男が、

ある日突然壁を通り抜ける不思
議な能力を授かった表題作他、

片隅の人々を描いた短編集。

＊リ

阿豪家の富と繁栄を守る・
お守り様として９０年も囚われ
ている狐霊あぐりこ様。話し相
手を命じられた下女・千代は、
解放を願うあぐりこを連れ出
すために奔走しますが・・・。

マラソン日本記録を持つ山城悟がケガ
とチームの解散危機に。箱根学連選抜の
チーム仲間がサポートを申し出るが・・・。

著者の名作ミステリーを集めた短編集。

どれも奇抜な発想やオチがあります。

＊リ


