
特集！ 松溪中読書月間開催中！＆ 返却強化期間について…

2022年５月

杉並区立松溪中学校

学校司書 新木

前期図書委員会は、皆さんの要望
に応え、様々な活動をしています。
＊延滞者をゼロにしたい！
＊多くの生徒が来館し、本を借りてほしい
そんな思いが詰まったイベントです。

正門前ブラシの木

新書
又は

1～３類

文豪・全集
又は

海外小説

英語の本
又は

絵本

探偵小説

又は

４～６類

        
又は

国語辞典クイ

文庫
又は

７～８類

朝読書

    の本

何でもＯＫ

９類の本

★１ビンゴで、復刻のしおり・ 1冊プラス券・延長券が選べます。

イベント１ 読書ビンゴ！

イベント２ 本を返却するとおみくじが引ける！

《ルール説明》
・図書委員が一人に１枚ビンゴカードを配布します
･本を１冊借りるとビンゴの該当する
箇所に、１個スタンプを押します。
･１ビンゴ揃うと、復刻のしおり又は
貸出プラス１冊券がもらえます。

《ルール説明》
・図書館で本を返却すると、おみくじが1回引けます。
「今日は〇〇な日です…」さて、どんな日になるかな？

＊この機会に、様々な分野
の本に挑戦してみましょう。

返却強化期間について

松溪中学校では、各学期に1回程度、朝読書
の返却強化期間を設定しています。各学年3日
間です。学期の初めに配布された朝読書を一度
も返していない生徒は、この期間に本を借り直
すか、継続するかしてください。期間中のうち
の1日、図書委員が出張図書館もします。

＊1年生 5月25・26・27日
＊2年生 5月23・24・25日
＊3年生 6月

…出張図書館

本の延滞について

３Ｂ 林君／作

朝読書以外の本は貸出期間が2週間です。
しかし、延滞する生徒が多数います。

返却期限を守りましょう。まだ引き続き読みたい
生徒は、図書館で、又は図書委員に延長したいと
伝えると、予約がない場合は延長手続きをします。

＊図書委員が第2・4週に学活で呼びかけます。
＊第4週は、各階に返却BOXを設置します。

振るとこの穴か
ら出てきます

「あなたはどの辞書にする？」
国語辞典コーナー展示中！

『国語辞典の遊び方』
サンキュータツオ／著

代表的な国語辞典を例に、辞書の
特徴や魅力を多面的に紹介した本。
人物キャラクターの例えに納得！

『ことばハンター』
飯間浩明／著

国語辞典編纂者の奮闘と
風変わりな日常を描く！

返却BOXを設置！

皆さんからの要望に応え、図書
委員会や先生方で検討し、返却
BOXを期間を決めて設置して、延
滞者ゼロを目指すことにしました。
期限内の返却にご協力ください。

設置期間…毎月第４週から月末まで



059 朝日新聞出版

209 ロビン・コーエン 東京書籍

290 DK Children

304 池上 彰／監修 ポプラ社

334 編集委員会／編集 汐文社

371 ﾛﾊﾞｰﾄ・ｳｨﾝｽﾄﾝ／監修 三省堂

377 二宮　敦人 新潮社

486 ｼﾞｬﾝ・ｱﾝﾘ・ﾌｧｰﾌﾞﾙ 理論社

543 ｽｳﾞｪﾄﾗｰﾅ ｱﾚｸｼｴｰｳﾞｨﾁ 岩波書店

626 柳原 明彦 保育社

653 ①木材ー丸太と板

653 ②樹皮と枝・つる

653 ③菜の花、実と種

678 渡辺 龍也／監修 彩流社 途上国の原料や製品を適正な価格で取引

726 ク ジョンイン 柏書房 中学生のウソンが９年間言えなかったこと!

829 川越 有希子 情報センター出版局

829 清水 幹夫 清水書店

913 濱野 京子 講談社

913 瀬尾 まいこ 双葉社

913 太宰 治 立東舎

913 はやみね かおる 講談社

913 （アンソロジー）  水鈴社 

913 松素 めぐり 講談社

916 （アンソロジー） ポプラ社

916 （アンソロジー） ポプラ社

916 （アンソロジー） ポプラ社

933 オスカー・ワイルド

933 ジャック・ロンドン

943 フランツ・カフカ

943 ゲーテ

943 テオドール・シュトルム

943 トーマス・マン

953 エミール・ゾラ

983 チェーホフ

983 レフ・トルストイ

B913 松岡 圭祐 講談社

B913 森 鴎外 筑摩書房

B933 ガブリエル ゼヴィン 早川書房

探偵の探偵　２～４巻

理論社

青春サプリ。　この一瞬にすべてを

青春サプリ。　好きだから負けたくない

青春サプリ。　自分らしくあるために

保健室経由、かねやま本館　１～3巻

考えよう！やってみよう！フェアトレード 全3巻

秘密を語る時間

旅の指さし会話帳16 モンゴル

夏の体温

教科につなげる学習語彙6000語日本語・モンゴル語対訳

ゆのき よう
／監修・文

長谷川 哲雄
／樹木画

はじめての

調べてなるほど!野菜のかたち

木と日本人 

女生徒(乙女の本棚)

都会のトム＆ソーヤ　18・19巻

マスクと黒板

近代日本移民の歴史　全4巻

思春期の心とからだ図鑑

昆虫記　すばらしきフンコロガシ（ｼｮｰﾄ・ｾﾚｸｼｮﾝ）

朝日ジュニア学習年鑑 2022

移民の世界史

ニュース年鑑 2022

Our World in Pictures: Countries, Cultures, People & Places

完全版 チェルノブイリの祈り――未来の物語

最後の秘境 東京藝大:天才たちのカオスな日常 

幸せな王子(世界ショートセレクション)

世界が若かったころ(世界ショートセレクション)

魔法つかいの弟子(世界ショートセレクション)

みずうみ(世界ショートセレクション)

道化者(世界ショートセレクション)

猫の楽園 (世界ショートセレクション)

現代語訳　舞姫 （原文付き）

書店主フィクリーのものがたり

三びきのクマ(世界ショートセレクション)

雑種(世界ショートセレクション)

理論社

大きなかぶ (世界ショートセレクション)

挫折や 『書店主フィクリーのものがたり』
ガブリエルゼヴィン／著 小尾 芙佐／訳

『マスクと黒板』濱野 京子／著『夏の体温』 瀬尾 まいこ／著

＊

うどす
大昔からの日本人と木

との関係を、オールカラー

で楽しく知ることができる
シリーズ。様々な特性を生

かした先人の知恵や道具
づくりが学べる本です。

どうどす

他にも寄付された本などがあります

＊リ・・・リクエスト本

どうどす

不条理を描いた『変身』で

有名なカフカ。猫と羊の混血

の話「雑種」をはじめ、様々な
長さの短編全15編を収録

小３の瑛介は、いつ退院できるかわ

からない経過観察で、小児科病棟に

入院中。プレイルームでは、低身長の
検査で短期入院してくる年下のお世

話ばっかり。そんなある日、同い年で
遊びの天才の壮太が検査入院してき

て、忘れられない３日間を過ごします。

この本は、そんな瑞々しい友情を少

年の視点で描いた３つの短編集です。

＊リ

うどす

盛り込んで
世界中のさまざまな人々

の自然や生活がすべて短い

英語で記載されています。
地図や画像満載の絵図鑑。

５月

＊リ

＊

＊リ

＊リ

＊リ

＊リ

島に一軒だけある小さな書店。店主

である偏屈なフィクリーは、妻を突然の

事故で亡くし、酒におぼれる日々。あげ
く店一番のお宝ポー作『タマレーン』を

盗まれ最悪な気分です。そんなある日、
幼い女の子が店に置き去りにされます。

どうどさまがま世界の作家た

ちの短編を、新訳

で収録。短編が作
家との出会いに。

長編読破への

チャレンジのきっ

かけに！

うどす

１９８６年におこった原発事故。その想像

を絶する惨事に遭遇した人たちの体験や

思いを丁寧な取材をもとにを綴った本。

移民として渡り、差別されながらも日系
人社会を築き上げた歴史、アジアに対し差
別する側に立った日本の移民史を描く。

＊リ

才能だけでは入れない、超難関大学。各
学部学科生たちへのインタビューから天才
たちの日常に迫るユーモアたっぷりの本。

２Ｄ Ｋさん／紹介文

島本理生、辻村深月、宮部みゆ、森絵
都の4人の作家と、YOASOBIのコラボ
レーションからうまれたアンソロジー。

伝えたいことを指さしながら発音し、
相手にもヨミガナ付きで発音してもらい
ながら、コミュニケーションできる会話帳

女学生のある一日を
描いた作品。主人公の揺
れる心を今井キラさんの
イラストで書き下ろした、
見て読んで味わえる本。

幼子を育てることにした彼が、様々な人に見守

られ人を愛する心を自覚していく、そんな優し

い物語です。実在の短編紹介もされています。

シューベルト「魔王」や表題

作などの物語詩6編、ファンタ

ジー要素の強い短編3編、
魔性に注目した作品を収録。

飼い猫が野良猫に憧れる

「猫の楽園」、広告に振り回さ

れる「広告の犠牲者」など、
多様な作風に触れられる。

長期休校明けの6月、昇降口に、

「コロナに負けるな」のメッセージ入

りの黒板アートが。中学2年・美術部

の輝はその絵に釘付けになります。

目立つことが苦手でマスクをするこ
とも好都合な輝ですが、行事が軒並

み中止になり、味気無さを感じます。

「何かやれないのかな」と思わず口

にし、あるイベントをやることに・・・。

３Ｂ Ⅰさん／紹介文


