
予告 読書館イベント ＆ 書評座談会報告！
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杉並区立松溪中学校

学校司書 新木

その１.クラス対抗読書パズル

･１冊借りると1枚、パズルピースが引けます。
･もらったピースは、廊下に掲示されたパズル
台紙に貼ります（ピースの裏の番号を確認！）
･１１月22日までのクラスの延滞本冊数を考
慮し、はずれピースが加えられます。

☆今年のパズルのテーマは、担任が選んだ

「私が(の) 〇〇 な国」です。

その２.教職員おすすめ！ シークレットブック

その３．給食×読書 コラボ給食

☆先生からの 「よみぐすり」には、 どんな時に
読む本か、コメント、 担当医が記されています。

・「よみぐすり」の袋に書かれた処方箋を見て選んでください。
・この「よみぐすり」を借りると、パズルが２ピースもらえます。

☆２０日から開催されるサッカー
ワールドカップに合わせて、
世界の国の料理が給食に登場！

＊イベントに気持ちよく参加するためにも
延滞本は速やかに返却しましょう！！
(１７日に督促状を配布しました)

教職員企画！！ 図書館イベント予告

注：しっかり２週間読むこと
一度に借りられるのは１袋まで

「本のしおりデザインコンクール」投票

その４．シークレット企画

☆いつ、何をするかは秘密です。
お楽しみに！

･給食に合わせ、出される国や給食
などに関連した本を展示します。

☆図書館に「本のしおりデザインコンクール」
の応募作品を掲示します。どの作品が好きか
投票しましょう！

＊まだまだ応募受付ています。

『「オードリー・タン」の誕生
だれも取り残さない台湾の天才IT相』

石崎 洋司／著 講談社
『サムライブルーの料理人 ─ 

サッカー日本代表専属シェフの戦い』
西 芳照／著 白水社

サッカー日本代表の遠征や試合に
帯同するシェフが記した奮闘記です。
「必要な栄養を摂るだけでなく食事
の時間をリラックスや楽しみの時間
にするのが大事」という西さんの姿
勢や愛情が伝わる本です。レシピも。

デジタル担当大臣として、台湾のマスク
マップの開発を指揮したオードリー・タン。
「みんなの問題をみんなで解決する社会」を
目指し今も活躍しています。しかし、彼のこ
れまでの人生は困難の連続でした。生まれつ
いての心臓病、知能の高さゆえの「浮きこぼ
れ」不登校、トランスジェンダー。一見「勝
ち組」に見えても、実は「トロール」として
排除される存在であった彼が、どのように考
え、生き抜いてきたのかが描かれています。

定期考査が終わると、ちょっとゆっくりした気分で読書が出来るのでは。
松溪図書館では、教職員や友だちのおすすめ本を共有できるよう、様々な
イベントを準備しています。教職員企画イベントでは、サッカーW杯に因
み、クラス対抗パズルのお題は「担任が選んだ世界の国」です。本を借りて
どこの国か当てましょう。コラボ給食では「出場国の料理」が出てきます。
お楽しみに。

今月のオススメ ― 人物

ただ今展示中！



※石川宏千花先生の講演より

以前住んでいて散歩ルートだった
場所で見つけた古い一軒家を舞台
に、本を書きたいと長年温めてきて、
やっとできた作品だそうです。奇跡
的なその後を期待する生徒たちに、
「現実的にそれはない」など、生徒と
同じ目線になって楽しく受け答えを
されているのが印象的でした。

10月30日(日)書評座談会に７名の生徒が
参加しました。パネリスト(壇上で発表)開会
式・閉会式の司会、講師講評の司会なども担
当。また、討論でも活発に発言していました。

（２D Ｙ．Ｒ．さん）
＊パネリストとして壇上で発表しました。

『化け之島初恋さがし三つ巴１』

講談社 新作は、神と妖怪と人間
が混在する場家之島が舞台
のファンタジーです。この
島の秩序をを守るためには、
当主の血をひく三津の初恋
の相手が重要。しかし、彼
女には、その記憶がなく…。

※石川宏千花先生の新作紹介

３つの柱に沿って、話し合いました。
１．佐紀が中学の先生になった理由。またそれ

をやめて「日本を遠く離れた国の子たちの

もと」に行くことにした理由は何だろう。

２．最も印象に残った人物は誰か。またそれは

なぜか。

３．題名の『青春ノ帝国』とは何を意味するのか。

著者や他校の生徒
などと、普段はじっくり話
すことができない本の中の
細かい言動や描写について、多
角的に討論できて、とても楽しかっ
たです。皆さんもぜひ来年、一緒
に行きましょう！

015 福井県立図書館 講談社

140 石川 幹人 サンマーク出版

159 名越 康文 ｻﾝｸﾁｭｱﾘ出版

291 帝国書院編集部／編 帝国書院 美しいイラストとワンポイント解説で旅気分!

291 河合 敦／監修 JCBﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

327 北尾 トロ 文藝春秋

404 ＴＥＲＵＫＯ くもん出版 「植物」「生物」「風景」「科学」の神秘的事実

596 辰巳出版 様々なご当地パンを集めてその魅力を紹介!

596 西 芳照 家の光協会

726 よー清水 ＳＢｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

748 工場ﾅｲﾄｸﾙｰｽﾞ／編 二見書房 日本全国の工場夜景ガイド・鑑賞ポイント

913 辻村 深月 KADOKAWA

913 横沢彰 新日本出版社

929 ファン ヨンミ 金の星社

B913 あさの あつこ KADOKAWA

B913 阿部 智里 文藝春秋

B913 阿部 暁子 集英社

B913 高野 和明 KADOKAWA

B913 汐見夏衛 スターツ出版

B933 二―ル・ゲイマン KADOKAWA

どこよりも遠い場所にいる君へ

明日の世界が君に優しくありますように

墓場の少年 ノーボディ・オーエンズの奇妙

ジェノサイド 　上・下巻

楽園の烏　(「八咫烏シリーズ」新章)

ミヤマ物語　２・３巻

卒業！卓球部

チェリーシュリンプ　わたしは、わたし

世界と闘う サムライブルーの必勝ごはん

絵がふつうに上手くなる本  

工場夜景

日本ご当地パン大全

裁判長！ ここは懲役4年でどうすか　他

まるで魔法のような本当の話

旅に出たくなる地図 日本

神奈川の教科書

100万回死んだねこ　覚え違いタイトル集

生物学的に、しょうがない！

多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。

闇祓

どうどす

他にも「故事成語」など学習図書あります

＊リ・・・リクエスト本

どうどすmarusero

11月
＊リ

どうどす

家族を殺害され、生き残った赤ん坊は
墓場の幽霊たちによって愛情豊かに育て
られ・・・。数奇な少年の冒険と成の長物語。

図書館利用者の「覚え違い」
を文字通りに表したイラスト、
「正しい書誌情報」と「司書さ
んによるレファレンス」で構成さ
れた、クイズ感覚で楽しめる本。

仲良しグループから仲間外れ
にされれたことをきっかけに、
「自分は自分」だと思うように
なっていく10代女子の日常、心
情を描いた韓国の小説。

「親友ってどうやったらつくれるの」

と尋ねてわたしに、叔母さんは、「親友

はたぶんつくるものじゃなくて出会う

のよ」と答えます。そして、旅で出会っ

た心から離れない人たちとの話をし、
「すこしずつの親友」だと語ります。

孤独を感じたり、親友を求めひりひ

りしている人の心が和らぐお話です。

イラクで戦うアメリカ人傭兵と日本で
薬学を専攻する大学院生を描きながら、
時事的な内容も盛り込んだSFサスペンス。

12歳ののテッドは姉のカット、いとこの

サリムと大観覧車に乗りに出かけます。

見知らぬ男の人からチケットを1枚だけ

譲られ、ひとりで乗り込んだサリムでし

たがカプセルが一周しても、サリムは降
りてきません。「症候群」の脳構造をもつ

テッドが姉と共に論理立てて謎に挑む！

＊リ＊リ

＊リ

＊リ

『すこしずつの親友』 森埜 こみち／著

講談社

『ロンドン・アイの謎』シヴォーン・ダウド／著
越前 敏弥／訳 東京創元社

『太陽と月』 はらだ みずき／著 小学館

＊リ

どうどす
「身近な、あの名前のない悪意や善意、

あの距離感や関係性に名前をつけまし
た」（著者）表紙も中身もホラーな本。

永関先生おススメ！実際に著者が地裁で
傍聴した裁判について、印象に残ったのと

を描いた傍聴記。 続編もあります。

「絵を描き始めたい人」から「絵を仕事に
したい人」まで、あらゆるレベルの人の疑

問に豊富な作例や挿絵で答えてくれる本。

小柄でドリブルが得意、スター性

を持った太陽と、ずば抜けて背が高

いけれど地区のトレセンにも選ばれ
ていない月人。個性のまったく異な

る二人を通して、プロサッカー選手

を目指す小6の少年たちが、夢を追

うことの意味を問いながら、選択と

挑戦をしていく姿を描いています。

＊リ

＊リ

＊リ

＊リ


