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特集！ 夏休み前に大募集します！ ＆ 新着図書紹介！

2022年７月

杉並区立松溪中学校

学校司書 新木

いよいよ夏休みですね。各教科からの課題、自主的な学習
など、図書館と自習室を活用してみませんか？集中する時間、
ゆっくり読書する時間、自分のペースで利用してください。
開館日はカレンダーで確認してください。貸出もしています。

午前 １０:００～１２：００
午後 １３：３０～１６：３０

蔵書点検蔵書点検 館内整備

終業式
朝読書
回収

図書館からのお知らせ

・・ ・・

★朝読書の本、回収日 7月19日(火)

この日に朝読書の本をすべて回収します。

20日も忘れた人は再登校です。

※夏休みも続けて借りたい人は、手続き必要

★夏休みの貸し出し始まっています。

一人5冊まで

返却期限 ９月５日(月)

『青春ノ帝国』 石川 宏千花／著 あすなろ書房

午前中

午前中

今月のおすすめの本！

※ ７／２９ ・ ８／３ は、蔵書点検作業のため貸し出しはできません（館内利用のみ）

①「本のしおりデザイン」大募集！

～秋の「読書週間」で人気投票を行います～

ルール
・もらって気持ちの良いデザインであること

・オリジナルの絵であること

（既成のキャラクターはＮＧ）

応募締め切りは、10月３1日（月）です。

※応募用紙は、

図書館カウンターにあります

少し早いですが、秋の読書週間イベント企画の
ためにみなさんに募集します。

②給食×図書 世界の料理大募集！

“世界の料理を食べてW杯を応援しよう”

ルール
・松溪中図書館の本の中から、食べたい

料理を見つけ出してください。

募集内容…料理名とおすすめポイントを記入
応募締め切りは、８月３１日です。

✻海外の物語の中に出てくる料理、ノンフィクション
の本に載っていた料理など、何でも構いません。

＊この本は今年度の書評座談会の課題図書です。
興味ある人は大内先生まで。本は予約できます。

中学教師の佐紀の元へ中学時代の同級生·奈良君
からの電話が。それは恩師久和先生の訃報を知らせ
るものでした。息苦しかった〈帝国〉の時代が蘇り・・・。

中学2年の早紀は地味で目立たない自分が嫌い。
明るく振る舞える人を妬み、非難されると絶望する。
そんな彼女の心の拠り所となったのが、弟のお迎え
で行く〈科学と実験の塾〉。久和先生、助手の百瀬さ
ん、憧れの奈良君とのかけがえのない時間の中で
彼らが抱える傷を知り、少しずつ成長してい
きます。いまがすべてと一喜一憂する、中学
生の繊細な感覚が丁寧に描かれた作品です。

※

※



148 川合 章子 エクスナレッジ 日本を裏で支えた異能者たち！

180 金岡 秀友／監修 日本文芸社

209 ﾜｰｸﾏﾝﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ ダイヤモンド社

210 宝島社

281 西東社

290 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

291 ｲﾝﾌｫﾋﾞｼﾞｭｱﾙ研究所 太田出版

291 京あゆみ研究会 メイツ出版

B311 ヒトラー 角川書店

316 梁 英聖／監修 汐文社

334 河合 雅司 PHP研究所　

345 編集委員会／編著 汐文社

400 ﾜｰｸﾏﾝﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ ダイヤモンド社

410 野崎 昭弘 中央公論社 論理的に考える力が身につく一冊!

404 初田 哲男 他 柏書房

431 うえたに夫婦 大和書房

488 松原 始 角川春樹事務所

517 佐久間　博／編著 汐文社

517 萩原 雅紀／監修 実業之日本社

518 ｲﾝﾌｫﾋﾞｼﾞｭｱﾙ研究所 太田出版

521 スタジオワーク エクスナレッジ

524

527

596 日本調理科学会 農山漁村文化協会

629 大野 八生 あすなろ書房 日本庭園の種類、歴史、鑑賞方法など

713 はしもと みお 雷鳥社

725 佐藤 真理 日貿出版社

783.7 大谷翔平 ぴあ 彼の言葉に解説を添えたメッセージ集

908 アンソロジー エクスナレッジ

910 田村景子　他 笠間書院

913 変な家 雨穴 飛鳥新社

913 佐竹アキノリ 主婦の友社

913 安田 夏菜  講談社 

933 ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ・ｸﾚﾒﾝﾂ  講談社 

933 ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ・ﾚｳﾞｨｻﾝ  小峰書店

B913 高殿 円  早川書房

B913 知念 実希人 新潮社

わが闘争　上下巻

怖い家

不可能を可能にする大谷翔平１２０の思考

アメリカの中学生が学んでいる 14歳からの科学

まるさんかく論理学　数学的センスをみがく

「役に立たない」研究の未来

伝え継ぐ　日本の家庭料理　全１６巻

建物できるまで図鑑　PC造・鉄骨造

建物できるまで図鑑　PC造・鉄木造住宅

ダム大百科 国土を造る巨大構造物を見る・知る・楽しむ!

図解でわかる１４歳から知る　ごみゼロ社会

調べてわかる！日本の川　全３巻

旅するカラス

名所・旧跡の解剖図鑑

面白いほどよくわかる仏教のすべて

アメリカの中学生が学んでいる 14歳からの世界史

京都地理・地名・地図の謎

日本中世史最大の謎！鎌倉１３人衆の真実

地球の歩き方ムー　異世界の歩き方

超ビジュアル！　戦国武将大事典

陰陽師の解剖図鑑

ホワイトルーキーズ　１

サムデイ

どうなってるの？税金の使われ方　全３巻

止めたい！人種差別

ときめきチョークアート 

人口減少で日本はどうなる? 

京都　ぶらり歴史探訪ガイド

マンガと図鑑でおもしろい! わかる元素の本

天久鷹央の推理カルテ
 

レイさんといた夏

ぼくたち負け組クラブ

エクスナレッジ
瀬川 康秀／絵・文

大野 隆司／文

文豪たちの住宅事情

木彫りどうぶつ手習い帖

トッカン―特別国税徴収官―

日本庭園を楽しむ絵本

『レイさんといた夏』 安田 夏菜／著『ホワイトルーキーズ』 佐竹アキノリ／著

他にも寄付された本などがあります

＊リ・・・リクエスト本７月

6年生のアレックは、親の都合で放課後

プログラムに通うことに。本が大好きな

彼は、そこで本を読んでいたニーナを

誘い読書クラブを作ろうと考えます。

人数が増えると邪魔されるので「負け
組クラブ」という名前にしますが・・・。

知ってる本が出てくると、嬉しくなりま

すよ。そして、アレックスの変化にも注目。

＊リ

＊リ

＊リ

＊リ

＊リ

＊リ

ポー、ラヴクラフト、小泉
八雲ら巨匠たちが「家」にま
つわる恐怖を紡いだ全14編
を収録した本。わかりやすく
読みやすい新訳で登場!

ビビッドな色で質感と陰影を表現す
る本格的なチョークアートの描き方を
詳しく解説。手書きの温もりが魅力！

地域の人々が次世代に、伝えたいと
願う料理を種類別に16巻にまとめた本。
地域それぞれにある家庭料理の背景、
その土地の気候風土、暦の節目にあた
る行事やハレの日などの解説もある。

各科で「診断困難」と判断された患者
の思いもよらぬ“病”を、天才女医・天久
鷹央が解き明かすメディカルミステリー。＊リ

堤高、貯水量などスペック
別日本のダムベスト１０や、
ダムの仕事、設計工程など
ダムの基礎知識、見学地と
しての楽しみ方まで、ダム
の魅力が満載の一冊です。

①アジア人差別が起こし
た銃撃事件②「黒人の命
も大切だ」ブラック・ライブ
ズ・マター運動③「ガイジ
ン」って呼ばないで！の
３巻を通し差別を考える

若者が減り高齢者が
増えると、社会は「どう
なる？」かを示し、生き
延びるために、すべきこ
とや、考え方などを解説。

古代遺跡やオーパーツ、UFO、UMAなど
地球の歩き方の詳しい解説とムーの奇想
天外なワクワク感がコラボ！折込ＭＡＰも

クラスで1番賢い生徒が
書いたノートという設定の
シリーズ。カラフルで、見て
いて楽しく、わかりやすい文
章にまとめられています。

「ビーカーくんシリーズ」
の作者が、身のまわりの物に
含まれる元素などをゆるい
マンガやイラストで解説。上
級者向けのプラチナ情報も!

『ぼくたち負け組クラブ』
アンドリュー・クレメンツ／著

田中 奈津子／訳北海道の片田舎にある病院に赴任

してきた4人の研修医、それぞれが

事情を抱えています。医師として独
り立ちすることを夢見て、失敗し悩

みながらも成長する姿、お互いの絆
や過酷な医療現場での葛藤などがリ

アルに描かれていきます。現役研修

医が、自らの経験を活かし、コロナ禍
の地方病院を書いた青春群像劇で

す。

＊リ

西宮に引っ越ししてきたた莉緒は、夏

休みを「汚部屋」にこもって過ごしてい

ました。２学期の初登校が近づき不安が
募る莉緒の前に、記憶をなくしたヤン

キー少女の幽霊が現れます。莉緒と波
長が合ったと言う彼女に、前校でのトラ

ウマで「親友は信じない」と伝えますが、

頼みこまれ、成仏するための身元捜しを
手伝うことに。自分探しの旅の行方は？

毎朝違う身体で目覚める
「Ａ」が、レリアンと恋をした
『エヴリデイ』の続編。1日しか

いられない体で自分の感情
を極力抑える「Ａ」の前に、対
照的な「Ｘ」が再び現れ…。

＊リ



★★☆ 夏休み貸出…１人５冊 そのうち１冊に新書はいかが？ ☆★★

新着新書紹介

・・

夏休み特集！ 今年の夏も新書推し！ ＆ 図書館活用法

★★☆ タブレットを使って、松溪中学校図書館の本が検索できます ☆★★

［学校のみ利用可能］…１冊のみ予約可
＊「カーリル（学校図書館支援プログラム)」
を利用して、松溪中学校の蔵書検索が
できます。（貸出状況はわかりません）

こちらへ
アクセス

［家でも利用可能］

＊OPACシステム
「ようこそ図書館へ」
を利用して、松溪中
学校の蔵書検索、貸
出状況、予約が
できます

https://private.calil.jp/
gk-2003203・・・

新書「あらまし読み」
表紙のタイトルや、裏表紙

に書かれたあらすじ、前書き、
目次などを頼りに、サクッと
読みながら本選びをしてみて。

一人の人間は、「分けられな
い に！

★★☆ 旧パソコン室が、自習室としてリニューアル！ ☆★★

図書館に隣接している旧パソコン
室。昨年、一人一台タブレットが支
給されてからは、印刷機を利用する
以外あまり利用されていませんでし
た。夏休みから、自習室として整備
され、パワーアップ教室などでも活
用されます。図書館とも行き来でき
図書館の本を自由に利用できます。
この夏は、自習室で集中し、図書館
で読書を楽しんでみませんか。
〈利用はルールに従ってください〉

S019 田中 共子 岩波書店

S028 成毛 眞 光文社

S070 齋藤 孝 筑摩書房

S159 植松 努 ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰﾄｩｴﾝﾃｨｰﾜﾝ

S288 中野 京子 光文社

S326 田中和德 他 小学館

S470 稲垣栄洋 筑摩書房

S486 丸山 宗利 光文社

S578 工藤 律子 岩波書店

S810 金田一家、日本語百年のひみつ 金田一秀穂 朝日新聞出版

S210

S210
講談社播田 安弘

　　＊ブルーバックスシリーズも新書の棚にあります。

図書館で出会える１００冊

教養は「事典」で磨け : ネットではできない「知の技法」

新聞力

ＮＡＳＡより宇宙に近い町

名画で読み解く　ハプスブルク家

世界の刑務所を訪ねて : 犯罪のない社会づくり

イネという不思議な植物

昆虫はすごい！

生物とコラボする――バイオプラスチックの未来

日本史サイエンス1. 蒙古襲来、秀吉の大返し、戦艦大和の謎に迫る

日本史サイエンス2. 邪馬台国、秀吉の朝鮮出兵、日本海海戦の謎を解く

今まで知らなか

辞書や事典を読むのにキーワード
はいりません。適当にページを開け
ば、思いもよらなかった知識を得る
ことができます。そんな生涯の友と
なるべき「事典」の魅力や楽しみ方
を余すところなく紹介した本です。

今まで知らなか

縄張り争い、毒ガス攻撃、奴隷狩
り、結婚詐欺…。高度な保存技術を
持ち、キノコ栽培までしてしまうな
ど、人間の営みはすべて昆虫たちが
すでにやっています。そんな昆虫た
ちのすごさを紹介した本です。

北海道赤平市という小さな町で
工場を営みつつ、宇宙ロケット開
発に情熱を注ぐ著者。「どうせ無
理」と思っている人に、自信をつ
ければ夢は叶うというメッセージ
が伝わる本。吉野先生のオススメ。

「蒙古襲来」で元が撤退した背
景を、当時の木材調達や造船技術、
航海術といった側面から説明する
など、映画『アルキメデスの大戦』
で戦艦の図面を描いた著者ならで
はの切り口で歴史の謎に迫る本。

＊ブルーバックは、現状新書の棚にあります

コミックコーナーを絵本
コーナーの隣に移動します。
回転棚に配架！息抜きでき
るスペースに(準備中)。

QR



別置ラベル貼り
新着図書の登録

7日(木)は２人、8日(金)は６人が

司書の仕事を体験しました。

午前中別の場所で体験して
きた生徒が、飛び入りで展

示してくれました。 学習コーナーの本を学自習室に移動 ＆ 絵本・マンガコーナー

全員が本のブッカー

かけを体験

報告！ 図書委員イベント 真夏のお昼のおはなし会開催！
今年のおはなし会は、「読み聞かせ」＋「読書クイズ」を2日間行いました。前期図書委員が

企画・準備をし、「読む人」「質問する人」「参加する人」それぞれに楽しむことができました。

『せかいでいちばんつよい国』
デビッド ・マッキー／著
なかがわちひろ／訳 光村教育図書

自分たちの国ほど素敵なものは
ない、と信じている大統領。「世
界中の人々を幸せにするため」に
世界中を征服し、残すは軍隊を持
たないとても小さな国となり…。

『絵本 星新一ショートショート』
星 新一／著 角川書店

＊3つの短編集より2話読み聞かせ

「災難」よりすぐりのネズミたちに助
けられ静かな生活を送る青年の話。

「博士とロボット」自分で作ったロボ
ットを連れて宇宙を回り、その星の
発展に貢献する博士とロボットの話。

役になり切り

読み聞かせをす
る様子

←１日目
2日目→

皆真剣にお話を
聞いていました

読書クイズでは、

おまけクイズ

松溪中図書館に

は今、国旗の模様
をした折り鶴が飾
られています。
何羽あるか
数を数えて
司書まで！

2年生

夏にオススメ「怖い本」

国旗のマーク
入り折り鶴を
線に合わせ
居りました。

コミック用回転棚
の作成(未完成です)

読み聞かせの絵本に

ついてのクイズ、

『ある晴れた夏の朝』

小手鞠るい／著

『モルグ街の殺人』

エドガｰ・ｱﾗﾝ・ﾎﾟｰ／著

のクイズと紹介、

松溪中図書館に関

するクイズが出されました。


