
特集！ 新年お楽しみイベント開催します！＆新着図書紹介！

2023年１月

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

図書館発！ 新年お楽しみイベント

令和五年 兎年
今年もよろしくお願いします

2023年、今年もよろしくお願いします。
「癸(みずのと)卯(う)」は「今までの努力が実
を結び、勢いよく成長し飛躍するような年」。
一方「株を守りて兎を待つ」という故事成語
のように、古い慣習や成功体験にこだわって
いると、時代の変化に対応していけません。
溢れる情報から自分で考え判断する力が大切、
ぜひ、図書館を活用してください。

＊当たりマークが無かった人も、
貸し出し一冊プラス券、又は
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

・１，２年生に朝読書を配布しま
した。読んだことのある本、読
み終えた本、読んでみて合わな
かった本は、借り換えて下さい。

・冬休み貸出の本の返却期限は
１月１３日(金)です。

『昔話法廷』 今井雅子／著

兎年にのおすすめの本！

『アリスのうさぎ』
斎藤 洋／著

『兎の眼』 灰谷 健次郎／著

図書館に転職して児童
読書相談コーナーを任さ
れた「わたし」に持ち込
まれる、ちょっと不思議
な、四編からなる奇譚集。
表題作「アリスのうさぎ」
は、友だちとハイキングへ
行った時にアリスの様な
体験をした少女の話です。

他にもこんなウサギが…

『不思議の国のアリス』
ルイス・キャロル／著

ある昼下がり、懐中電

灯をもって走る白ウサギ
を追って、不思議な世界
に舞い込んだ幼い少女ア
リスのお話です。強烈な
個性を放つキャラクター、
さまざまな言葉遊びなど、
ユニークな世界観が展開
されます。兎年にぜひ。

終戦後の高度成長期の社会問題を背

景にした小説。ゴミ処理所の長屋に住
み、心を開かない1年生の鉄三に、新卒
の小谷先生は悩みながらも向き合い鉄
三の豊かさに気付いていきます。小谷
先生が「兎の眼」だと言った善財童子、
「朝日けんさくくん」の記事にあります。

このシリーズは、馴染みのある昔話を元

に、犯した罪について裁判員裁判で考える
というEテレのドラマを書籍化したものです。
シリーズ1の「カチカチ山」では、被告人は
ウサギ。親代わりのおばあさんを殺したタ
ヌキを殺そうとした罪は、実刑かそれとも
執行猶予を認めるかが争点。裁判員の評議
の場面も加筆されています。1冊に３つの昔
話が扱われていて、「自分ならこう考える」

と裁判員になった気分が味わえます。

１２月２２日朝読タイム

朗読放送

『5分後に意外な結末

黄色い喜悲劇』より

「賢者の贈り物」
オー・ヘンリー原作

先生方にご協力いただいた放送

朗読はいかがでしたか？クリスマス
にぴったりの心温まるこの話の原作
『賢者の贈り物』(オー・ヘンリー著）

も松溪中にありますので、ぜひ読ん
でみてください。

キャスト紹介

『賢者の贈り物』
（オー・ヘンリー

ショートストーリー

セレクション）

ジェイムズ…下村先生

デラ…丸山先生

マダム・ソフロニー…新木

ナレーター…大内先生

『賢者の贈りもの』
（Ｏ・ヘンリー

傑作選Ⅰ）

・3年朝読書

・文庫本



本のおみくじ

１月１６日(月)～

＊この券で１回おみくじが引けます

図書委員企画「クリスマスおはなし会」報告

15日 紙芝居「マッチうりの少女」

＊紙芝居の前に
「マッチうりの
少女」について
のクイズを行い… ＊紙芝居の後、答え合わせをしました。

1４日 クリスマスクイズ ＆ ブックトーク

＊クリスマスにまつわるクイズに、会場は
とても盛り上がりました。.

紹介された本

＊『グリム童話』
＊『フォルトゥナの瞳』

百田尚樹／著

＊『きみの膵臓を食べたい』
住野 よる／著

＊『雪の女王』
アンデルセン／著

分類 著者名 出版社 一言コメント

002 林 直亨 岩波書店 探究学習に役立つスキルを修得！

159 真山 仁 岩波書店 自分を信じ自分らしく生きるヒント。

290 今がわかる時代がわかる世界地図 ２０２３年度版 成美堂出版

291 成美堂出版

291 小峰書店

302 本田 由紀 筑摩書房

372 キリーロバ・ナージャ 集英社

417 ロブ・イースタウェイ ダイヤモンド社 地頭がよくなる超・高速計算テク！

614 海津 裕／監修 PHP研究所

750 伝統的工芸品産業振興協会 ポプラ社

774 松本 幸四郎／監修 幻冬舎

837 行方 昭夫 岩波書店

913 歌代 朔 あかね書房 コロナ禍で「中止」となった中３の夏

913 久保田 香里 アリス館

913 山田 明／小説 学研プラス

933 スーザン・ニールセン 岩波書店

916 ズラータ・イヴァシコワ 世界文化社

B913 小川 洋子 文芸春秋

B913 高田 郁 双葉社

書名

学び合い、発信する技術（新書）

読解力をきたえる英語名文30

“正しい”を疑え！

今がわかる時代がわかる日本地図 ２０２３年度版

都道府県別日本の地理データマップ　全８巻

6カ国転校生ナージャの発見

スマート農業の大研究 (楽しい調べ学習シリーズ)

調べてみよう!日本の伝統工芸のみりょく 全７巻

知識ゼロからの歌舞伎入門

千に染める古の色

世界の猫はざっくり何匹? 

住所、不定（STAMP BOOKS）

ウクライナから来た少女　ズラータ、１６歳の日記

猫を抱いて象と泳ぐ

ふるさと銀河線 軌道春秋

スクラッチ

キャプテン　高校野球編2　めざせ夢の甲子園

「日本」ってどんな国?（新書）

『ウクライナから来た少女 ズラータ、

１６歳の日記』ズラータ・イヴァシコワ／著

『住所、不定』スーザン・ニールセン／著

長友 恵子／訳

『ふるさと銀河線 軌道春秋』 高田 郁／著

*リ

2020年国勢調査のデータを基に
して最新に更新！都道府県・市町村
のSDGsへの取り組みや、コロナ
による各産業での変化・影響、自
然災害状況や復興なども紹介。

「かさねの色目」に魅了
された１３歳の姫君が、自分
で染めてみたくなり、屋敷
からこっそり外出。平安時
代の京が舞台の成長物語。

楽しい
衣食住の３つのテーマに分け、

各産地における風土や特徴、伝統
を伝えてきた歴史についても解説。

ロシア、日本、イギリス、フランス、ア
メリカ、カナダの学校に通った著者。
環境が変わると「ふつう」が変わる!

唇が閉じて生まれた主
人公は、手術後も表舞台を
避けチェスだけで自己表現
をしていきます。「博士の愛
した数式」著者の渾身作！

１月

楽しい

リストラされた事を家族に告げら

れない夫を尾行する「お弁当二つ」、
老夫婦の暮らしを電車の車窓から眺

めて一喜一憂する「車窓家族」など、

列車を絡めながら紡がれる人生の悲

喜こもごもを描いた9つの短編集。

「劇的な展開はないが、一編読み終

わるごとに心にしみてくる温かさが
よい」（校長先生読書覚書より）

小説の名シーンやエッセイ・コ
ラムなど、心に響き、読解力を鍛
える名文３０を厳選、丁寧に解説。

12歳のフィーリックスは母親と

2人暮らし。アパートを追い出され

てキャンピングカーから学校に通っ

ていることは誰にも秘密で、仕事が
見つかるまでの一時的なつもりだっ

たのですが、どんどん困窮していき
ます。そんなある日、大好きなクイ

ズ番組でジュニア出場者募集が…。

日本の漫画や小説を愛読し、日

本語を勉強していたズラータさん。

美術専門学校に通っていたある日、

「明日から戦争がはじまります」
と告げられます。この本は母の工

面で一人で日本へ逃避行した少女

が日本語で綴った、迫りくる戦争

のリアルが描かれた日記です。


