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杉並区立松溪中学校

学校司書 新木

図書館からのお知らせ

・・ ・・

★朝読書の本、回収日 12月2１日(水)

この日にすべて回収します。

※冬休みも借りたい人は、手続きをしてください

★冬休みの貸し出し12月1２日(月)～

一人5冊まで

返却期限 １月１3日(金)

『クリスマスの猫』 ロバート・ウィス
トール／著 坂崎麻子／訳

クリスマスを牧師のおじさんの家で過
ごすことになったキャロライン。どうやら意
地悪な家政婦が家を仕切っているよう。
キャロラインは街の少年ホビーといっしょに
庭で見つけた身重の猫を守ろうとします。

『銃声のやんだ朝に』
丸山 宗利／著 (光文社新書) 

第一次 世界大戦時に西部戦線で実

際にあった「クリスマス休戦」を題
材にした作品。扇動されて兵士に
なっていく若者や、戦地での悲惨な
現状、家族の辛さが描かれています。

★人気作家のクリスマス絵本

『クリスマスを探偵と』

伊坂 幸太郎／著

『羊男のクリスマス』

村上 春樹／著

『急行「北極号」』
C・Vオールズバーグ／著 村上春樹／訳

ただ今展示中！

クリスマスの前の日に、サンタクロー
スを信じる子どもだけが体験する不思議
な汽車の旅を描いた絵本です。絵も幻想
的で、このシーズンにピッタリです。

今年もあと２週間となりまし
た。今週から冬休み貸出が始ま
ります。一人５冊まで借りられ
ます。また、図書委員によるク
リスマスおはなし会に参加する
と貸出１冊プラス券がもらえま
す。今年度はちょっと長めの冬
休み。じっくり読める本を選び
に来てください。
＊延滞本は必ず返しましょう‼

クリスマスお話会開催！
1日目 クリスマスクイズ ＆ オススメの本紹介
2日目 紙芝居クイズ ＆ 紙芝居

日時 12月14日(水)・15日(木） お昼休み（13：10～）
場所 多目的室

※参加者にはくじ付き貸出1冊プラス券おすすめのほん、
又はしおりコンクールに出品されたしおりがもらえます！

図書館もクリスマス用の展示をしています。1冊プラス券がもらえるしかけも！



お題は『私が(の)〇〇な国』

１Ａ 私が行きたい国

ノルウェー…氷河や
フィヨルドなどの大
自然を見てみたい

１Ｂ 私が好きな国

オーストラリア…大学
の卒業旅行で行きまし
た。モートン島最高!!

１Ｃ 私の行きたい国

キューバ…素敵な街並
みを見てみたい

３Ａ 私が行きたい国

イタリア…本場のパスタ
やピッツァを感応したい

３Ｂ 私が行きたい国

トルコ…物語にでてくるよ
うな建築物を見てみたい!!

３Ｃ 私の思い出の国

カナダ…中２の時、初めて
市の代表で行かせていただ
き世界の広さを知ったから

２Ａ 私の思い出の国

フランス…３年ほど
住んでいました

２Ｂ 私が行きたい国

オーストリア
…音楽の都だから

２Ｃ 私の思い出の国

アメリカ（ハワイ)
…初めて走ったマラソン

２Ｄ 私が行きたい国

シンガポール…未来都市
のようなイメージがある

＊シークレットブック「よみぐすり」！

『小説 すずめの戸締まり』 新海 誠／著

世の中には、色んな職業がある
…かも!?     小田先生

☆…見えないものを見たいとき

…毎日が退屈

…人間関係の悩み

…変わりたい

…悪いことがしたい

…その他

❤

☆

『諸国空想料理店』高山 なおみ／著

おいしい料理を自分で
作って食べたくなる本です。
海外旅行をしている気分で
読んでみてください。
樋上さん（ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾀｰ）

『〈新釈〉走れメロス 他４編』
森見登美彦／著

題名を見たら「お？」
と思うはず。でも、そこか
ら想像するのとはちょっと
違うストーリーが展開され
ます。…いや、やっぱり予
想通りかも？ 大内先生

❤

先生からのとっておきの
読書プレゼント

お楽しみに❣

応募・投票
ありがとうご
ざいます。

１月から
図書館のし
おりとして
活用します。
お楽しみに。

＊長期延滞者の人数に応じて、
クラスごとに０～３枚の
ハズレピースを入れました。

２Ｃ Ｋさん

他にも、

将来が不安、

強くなりたい

優しくなりたい

癒やされたい

時の本が!!



給 食 × 図 書

の 料 理 い た だ まき
す

11/24 ポンデケージョ（ブラジル）

『世界のパン図鑑』
大和田聡子／監修,平凡社

ブラジル南部生まれの一口サイズの

チーズパン。外はパリっと中はモチッ!

11/22 肉汁たっぷりのハンバーグ
12/6 サバ缶パスタ（日本）

どちらも、世界で戦う選手たちを「食」

で支えてきた専属シェフ西 芳照のレシピ。

『サムライブルーの
料理人』西芳照／著,
白水社

『ネイマール』
ネイマール(他)／著,徳間書店

出場国の料理が出される日に合
わせ、その料理が載っている料理
本やその国の本を展示jしました。

本人と父親が、
想い、教えを
交互に綴った
モノローグ

11/25 りんごのパンネクーク（オランダ）

少し厚めのクレープのように生地を焼くオランダ

のパンケーキです。フルーツやジャム、クリーム

などをのせるスイーツ系と、ベーコンやチーズ、

野菜などをトッピングする食事系があります。

11/28 手作りカステラ（ポルトガル）
カステラのルーツをたどるケーキが載ってい

ます。１６世紀に、日本にやってきたポルトガ

ル人が、パォン・デ・カステーロとも呼ばれる

このパンのレシピを持ち込み、後にカステラと

して発展ししていったと言われています。

何度も口ずさみ材料も

しっかり覚えているので

は…。松溪中には点字絵

本であります。ぜひ触っ

て読んでみてください。

『てんじつき さわるえほん
ぐりとぐら』なかがわりえこ

／著, 福音館書店

『全196ヵ国
おうちで作れる
世界のレシピ』
本山 尚義／著,
ライツ社

11/30キッシュとスープベイザンヌ
12/5 ポトフ（フランス）
キッシュは、アルザス・ロレーヌ地方で愛される郷土料理です。

ドイツ語でケーキを意味する「クーヘン」が変化したもの。春の

訪れを祝うお祭りに欠かせない食べ物です。ペイザンヌは

農村や山岳地帯で食べられている「田舎風」家庭料理です、

『世界の郷土料理事典』
青木 ゆり子／著,
誠文堂新光社

まだまだ出場国の料理が
登場します。お楽しみに

『怪盗紳士』モーリス
ルブラン／著, ポプラ社

フランスの

英雄的大泥棒、

アルセーヌ・ル

パンシリーズ。

12/1パエリアとスパニッシュオムレツ（スペイン）
地方によって気候や風土が異なるスペインでは、料理もバラエティー

に富んでいます。スペイン料理の共通点は、「素材を生かしたシンプル

な調理法と味付けが多い」「オリーブオイルをコク出しに使う」です。

『世界のグルメ図鑑 』
地球の歩き方編集室(編集) 学研

『あわれなマノリート』
エルビラリンド／著,
小学館

スペインで

人気！小学生

の男の子が巻

き起こす事件!

『Miffy in the Snow』
Dick Bruna／著

『ハリネズミの願い』
トーンテレヘン／著

新潮社
動物づきあいが苦手

なハリネズミが、家に
招待したいと手紙を書
きますが不安になり…。

ミッフィーは
オランダ出身の
ブルーナーが描い
た絵本。英語で!!

『目で見ることばで話をさせて』
アン・クレア・レゾット／著 横山和江／訳 岩波書店

ボストンの南西部に実在した島が舞台。そこでは
ろう者と聴者が分け隔てなく手話を通して会話をし
ていました。ある日若く傲慢な科学者がろうの原因
を探るために訪れ、メアリーを「標本」としてボス
トンへ「持ち帰り」ます。ろう者を劣っていると考
える社会を知ったメアリーを待ち受ける運命は？
ろう者だけでなく様々な差別を扱った骨太な作品で
すが、メアリーの脱出劇もハラハラさせられます。

今月ののオススメ本



201 磯田  道史 講談社 ＊永関先生のオススメの本

238 小山哲・藤原辰史 ミシマ社 

289 PHP研究所／編 ＰＨＰ研究所

290 井田 仁康／監修 岩崎書店

291

291

302 後藤 健二 汐文社 アフガニスタンの少女・マリアムの物語

319 ﾊﾟｽｶﾙ・ﾎﾞﾆﾌｧｽ他 ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ２１

333 水野谷 優／監修 明石書店

491 ｱﾝﾃﾞｼｭ・ﾊﾝｾﾝ 新潮社

510 1．水道

510 2．下水

510 3．通信

510 4．電気

510 5．ガス

517 長谷川敦 旬報社

519 藤原 幸一 ポプラ社

596 高山 なおみ 筑摩書店

612 八木 宏典／監修 ナツメ社 スマート農業など、最新の情報が満載!

725 ミシェル・ローリセラ グラフィック社 アーティスティックで総合的な人体デッサン

723 円山応挙 樋口一貴

723 狩野水徳と京狩野 成澤 勝嗣

768 国土社編集部 国土社

774 辻 和子 エクスナレッジ

783.4 岩政大樹

783.4 風間八宏

783.7 粟村 哲志 成美堂出版

830 右田 邦雄 岩波書店

837 若月 ルナ NHK出版

913 魚住直子 偕成社

913 如月かずさ 光村図書出版

913 佐藤 正午 岩波書店

913 菅野 雪虫 東京創元社

913 八束 澄子 ポプラ社

933 F・ハーディング 東京創元社

933 アン・クレア・レゾット 岩波書店

B913 小林 泰三 東京創元社

B913 新海 誠  KADOKAWA

B913 夏目 漱石 新潮社

E933 スーザン・ヴァーデ さ・え・ら書房

中学生から知りたいウクライナのこと

エクスナレッジ

月の満ち欠け

星天の兄弟

ぼくたちはまだ出逢っていない

ガラスの顔

目で見る言葉で話させて

アリス殺し

すずめの戸締り

明暗

みずをくむプリンセス

サッカー守備解剖図鑑

サッカー止める蹴る解剖図鑑

わかりやすい野球のルール

給食アンサンブル２

考えたことなかった

歌舞伎の101演目解剖図鑑

ひらめき！英語迷言教室

中学英語で読めるはじめてのライトノベル

みんなの命と生活を

ささえる

インフラってなに？

こどもくらぶ／編 筑摩書房

もっと知りたい

モルフォ人体デッサン 新装コデックス版

環境破壊図鑑

東京美術

諸国空想料理帖

最新日本の農業図鑑

大研究 雅楽と民謡の図鑑

歴史とは靴である

ウォルト・ディズニー　すべては夢みることから始まる

もっと調べる　世界と日本のつながり　全5巻

ニッポンを解剖する名古屋 東海図鑑
JTBパブリッシングJTBパブリッシング

ニッポンを解剖する金沢 能登図鑑

もしも学校に行けたら

最新 世界紛争地図 66の地図で見る世界の紛争

スマホ脳

１４歳からのSDGｓ　あなたが創る未来の地球

人がつくった川・荒川

『ガラスの顔』フランシス・ハーディング／著
児玉 敦子／訳

『考えたことなかった』 魚住直子／著

どうどす

他にも鎌倉学習本などあります

＊リ・・・リクエスト本 寄・・・寄贈本

のどうどす

どうどすmarusero

えいｃ
インフラとは英語の略語で

「社会基盤」のこと。日本は、
世界の中でもインフラ整備が
非常に進んだ国ですが、災害
のあとなど、水道・電気・ガス
や通信が使えなくなると、命
にかかわる大事なものです。

朝早く起きて遠くまで
水をくみにいく少女の一
日を描いた絵本です。世界
中で活躍するアフリカ人
モデルの体験をもとにした
物語で、彼女は今、井戸を
作る運動をしています。

＊リ

「！

＊

最新脳科学研究から明かされる真実とは

ユーモアを通して楽しみながら英語力
が着く本。「名言・迷言」を使った問題に、
アタマを柔らかくして挑戦してみて！

＊リ

世界の現状を正しく理解できるよう、た
くさんのデータやエビデンスを紹介。また、
問題点や取り組みなどの事例を紹介。

学者の父が無実の罪で投獄
され、幼くして罪人の子となっ
た異母兄弟。兄は聡明で弟は
美しいと評判でしたが、この事
件で人生が一変。動乱に巻き込
まれていく二人の運命と、家族
の絆を描いたファンタジー。

＊寄

＊リ

＊リ

＊リ

＊リ

『ぼくたちはまだ出逢っていない』

八束 澄子／著

どうどす

＊リ

二人の学者が、ウクライナの
過去と現在について議論を交
わした講義を書籍化したもの。
大国中心の国際政治に左右さ
れてきた人に寄り添った本です。

全国生産1位の産業や、金ピカ名古屋の
ルーツ、名古屋高層ビルの背比べなど、独
特な切り口と豊富な図で紹介した本。

江戸期の京都を代表する絵師として、

日本絵画史に不動の名を遺す応挙入門書

荒川の流れを変えること
で江戸の繁栄はうみだされ、
たび重なる洪水から人々を
守ってきた川の歴史や流域
の暮らしの変化を解説する。

徹底的に“技術の可視化"に

こだわったサッカー「止める・

蹴る」の教科書。ボールを正確

に扱う方法とコツを徹底解剖。

12月

中学2年の颯太は、突然「未来のおま

えだ」と名乗るネコから、「このままだ

と将来一人寂しく死ぬ」と言われ・・・。
この話は、「言いたいことがあります」

の続編で、お兄ちゃんが主人公。家事は
女の人の仕事、男が奢るものと考えて

いた彼が、ボタンつけをしてみるなど

少しずつ変わっていく様子を、多感な
中学生の少年を通して描いています。

主人公ネヴァフェルは、洞窟に隠れ

住むチーズ作りの匠に発見された孤児、

人前に出るときには仮面をつけさせら
れるので、自分が醜いのだと思ってい

ます。人々が対価を払い、訓練によって
「面」と呼ばれる表情を習得する地下都

市カヴェルナを舞台に、好奇心溢れる

主人公少女の冒険から目が離せません。

＊

＊リ

この本は、愛する妻子を失った主人公
が、瑠璃という名の女性によって数奇な
運命に巻き込まれていく愛と奇跡の物語
です。この冬に実写映画化されたので
ぜひ読んで下さい。（１Ｃ生徒紹介文)

歌舞伎101演目を選び、イラストとわかり
やすい文章で名場面をご紹介。あらすじや
登場人物の関係など基本情報がわかる!!

中3の陸は父親がイギリス人、バスケ

部の豪大に絡まれ暴力を受けることも。

中２の美雨は母親の再婚で岡山から越
してきて義父とその中3の息子との同

居、居心地の悪い思いをしています。
京都を舞台に、伝統工芸の「漆の金継

ぎ」に魅了され居場所を見つける姿や

彼らを取り巻く社会問題を描いた小説。


