
今月のおすすめの本！

特集！「下町」が舞台の本展示中！ ＆ 新着図書紹介
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学校司書 新木

『電池が切れるまで』
―子ども病院からのメッセージ

すずらんの会著／編

大阪の古物商の娘花岡イカルは、両親を亡く
し、文明開化が進む東京の遠縁に身を寄せます。
親戚の用で上野の博物館を訪ねたところ、館長
に目利きの才を認められ、怪異の研究をしている
通称「トノサマ」の手伝いをすることに。最初の仕
事は盗人に荒らされた古蔵の整理。奉公人のア
キラと台帳を照らし合わせると、黒手筺が盗まれ
ていたことが発覚し、謎に迫ることに。いったい
何者が、何の目的で盗んだのでしょうか？また、
この物語から、上野公園の博物館や動物
園に様々な品が寄贈されたことなど、設
立当初の様子を感じ取ることもできます。

ゾウとネズミ。心臓が一生の間に
打つ回数に驚くべき関係が・・・。大き
い動物と小さい動物、それぞれが生
きる寿命の不思議さを感じる絵本。
新書『ゾウの時間 ネズミの時間』も。

『絵ときゾウの時間とネズミ
の時間』 本川達雄／著

もとは上方で料理人をしていた澪は、訳

あって神田御台所町の「つる家」を任され
ます。関西との味の違いに苦労しながらも
看板メニューを考え、店を切り盛りしてい
く澪。1つの話は短いので、ドラマのよう
に楽しめます。食べるのが好きな人、江戸
の風土を感じたい人にオススメの作品です。

長期入院する子どもたちの、
思いが込められた詩画集。

２学期になり、１年生は図書館の資料を活用し
て、「下町校外学習」の調べ学習をしています。
行先の一つとなる上野公園は、多くの博物館や美
術館が集まり、文化と芸術の香りが漂っています。
これには歴史上の３人が重要な役割を果たしてい
るとのこと。『東京の教科書』(JCBﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ)
に記載されているので、読んでみてください。

図書館からのお願い

＊夏休み前に借りた本の返却期限は
過ぎています。15日の朝学活で名前
を呼ばれた人は、定期考査が終わる
22日までに必ず返してください。

＊蔵書点検で不明本になっている本を
各クラスで掲示しています。見つけ
たら図書館へ持って来てください。
手続きミスの場合もあります。

『博物館の少女』 富安 陽子／著
偕成社

９・１０月

支援本部・保護者の方に
手伝って頂き、蔵書点検・
棚清掃を行いました。暑い
中ありがとうございました。

8月1日・2日

ほっと一息！テラスで読書
読書の秋、だけどあれこれ忙ししい。そん

なあなたにオススメ、外気に触れながら
絵本を読んでリフレッシュしませんか？

＊教室・家で読みたい人は図書館で貸出
手続きを！

『八朔の雪』（みおつくし料理帖シリーズ
高田 郁／著

『新参者』 東野 圭吾／著

日本橋小伝馬町で女性が殺され、練馬署
から日本橋署に移ってきたばかりの新参者
加賀恭一郎は、聞き込み捜査を始めます。

下町に住む人たちと言葉を交わしながら、
鋭い洞察力で、些細な疑問点から事件を
紐解いていきます。加賀刑事に連れられ
て、下町の風情を味わってみては。

他にも「江戸・東京」舞台の本展示中！

ただ今
募集中！

書評座談会
のテーマ図書
『青春の帝国』
複本の準備が
できました。
関心のある人
は、まず読ん
でみましょう。
＊朝読書対象

「しおりデザイン」
募集中です。図書館
に応募箱を置きまし
た。用紙もあります。
＊ルールはオリジナル
作品であること。

＊大内先生作成のポスターを各階に掲示しています



007 たにぐち まこと マイナビ出版 HTMLとCSS、JavaScriptの基本が学べる本

031 石川幹人 朝日新聞出版 子どもの質問に学者が本気で答える！

123 齋藤 孝 SBクリエイティブ

188 ﾁｬｰﾙｽﾞ・M・ｼｭﾙﾂ 光文社

210 本郷和人 エクスナレッジ

210 八條忠基 エクスナレッジ

219 新城俊昭／監修 汐文社

291 井田 仁康 金の星社

291 藤田 哲史  実業之日本社

291 吉岡 幸雄 JTBﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

291 編集室りっか／編集 JTBﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

312 ｲﾝﾌｫﾋﾞｼﾞｭｱﾙ研究所 太田出版

312 編集部／編 学研プラス

319 池上 彰 理論社

327 山下敏雅 他／監修 旬報社

369 日本放送協会 金の星社

424 ジョセフ・ミッドサン くもん出版

440 ニュートンプレス

451 荒木 健太郎 KADOKAWA 天気にまつわるとっておきのネタ

460 田沼 靖一／監修 ニュートンプレス

468 編集室 メイツ出版

468 諸野 祐樹 くもん出版

538 航空科学博物館／監修 ニュートンプレス 飛行機に関するさまざまな”ふしぎ”

588 井出留美 あかね書房

596 大和田 聡子 平凡社

653 ヤン・パウル・スクッテン 化学同人

764 松元 宏康 学研プラス

834 こあらの学校 KADOKAWA 英単語の使い分けやニュアンスの違い

913 かみや としこ 学研プラス

913 草野 たき ポプラ社

913 濱野京子 偕成社

933 ジェニファー・L・ホルム  ほるぷ出版 

933 リンジー・マティック他  評論社

B913 あさの あつこ KADOKAWA 図書委員のオススメ! 二つの世界を描く

B913 池井戸 潤 集英社 大企業の御曹司と町工場の息子の人生

B913 乙野四方字 早川書房

B913 倉狩 聡 KADOKAWA

B913 深緑 野分 筑摩書房

Newton　大図鑑シリーズ　飛行機大図鑑

ヘルツが語る　音の波

京都　和の色歳時記

いまこそ知りたい！沖縄が歩んだ道　全3巻

命を守る防災の知恵　全３巻

少年のための少年法入門

池上彰君と考える戦争のない未来

僕が君の名前を呼ぶから

ベルリンは晴れているか

屋根に上る

かにみそ

プーさんの戦争　世界一有名なクマのお話

野原できみとピクニック

アキラとあきら　上下巻

HTML＆CSS,JavaScriptのきほんのきほん

ニッポンの総理大臣

わたしたちのくらしと国土　全５巻

心をととのスヌーピー　悩みが消えていく禅の言葉

１４歳からの「論語」

なぜ、穴を見つけるとのぞきたくなるの？

図解でわかる　１４歳から知る日本戦後政治史

ニッポンを解剖する！沖縄図鑑

日本の合戦　解剖図鑑

日本の装束　解剖図鑑

ドローン空撮で見えてくる　日本の地理と地形

Newton別冊　宇宙のすべて

ミヤマ物語

マイブラザー

火星のライオン

英語のニュアンス図鑑

吹奏楽部のトリセツ

ふしぎの森のふしぎ

決定版 世界のパン図鑑

捨てないパン屋の挑戦

もっとすごすぎる天気の図鑑

Newton　大図鑑シリーズ　生物大図鑑

みんなが知りたい！プランクトンのふしぎ

生物がすむ果てはどこだ?

挫折や 『火星のライオン』
ジェニファー・L.ホルム／著もりうちすみこ／訳

『屋根に上る』 かみや としこ／著『マイブラザー』 草野 たき／著

＊

うどす

付された本などがあります

＊リ・・・リクエスト本

どうどす

憧れの研究者だった父が、突然会

社を辞め、パン職人の夢を追い始め、

そのことが受け入れられない海斗は、
自分も中学受験をやめてしまいます。

14歳になった今も、5歳の弟の世話す

ることを口実に、友だちと距離を取り、

やる気のない毎日。ある日、保育園

時代の幼馴染5人が集まることにな
ります。中学生それぞれの多感な思

い・葛藤が丁寧に描かれています。

＊

＊リ

私立進学校に通う優弥と底辺
校に通いながら、アルバイトで家
計を助ける稀星。そんな二人が
出会い惹かれあっていく「格差
社会」をテーマにした恋愛小説。

森で生まれた子グマが、カナダ軍の獣
医師と出会い、マスコットとして兵士に愛
されますが・・・。史実をもとにした物語。

SNOOPYに癒されながら、『ピーナッツコ

ミック」の一場面を読み、自然と禅の言葉

も理解できる！谷川俊太郎／訳

「18歳成人」に合わせ大きく変わった

少年法。基本的な考え、しくみ、問題点な

どをストーリー仕立てでやさしく解説！

』

＊リ

＊リ

１巻：沖縄人のルーツから
琉球王国の誕生、日本復帰
後の沖縄までの歴史を解説。
２巻：沖縄が強いられた犠牲
を戦争遺跡と米軍基地など
を通して解説。３巻：「琉球王
国」であった沖縄独自の文化
と豊かな自然について解説。

自然や生き物、機会がかなでる音の

世界、人間の耳の働きなどをナビゲー

ターの「ヘルツ」くんがまんがで解説。

古代から現代まで、公家社会や武家社

会で着られてきた、日本の「装束」の着方

や着こなし、ルールをイラストで解説！

初代・伊藤博文か（明治）か

ら１０１代・岸田文雄（令和）まで、

日本の全ての総理大臣を分

かりやすく似顔絵入りで解説

米国の兵員食堂で働くドイツ
人少女は、恩人の男の不審死を
知らせようと男の甥を探そうと
しますが・・・。敗戦後のベルリン
を舞台にした歴史ミステリー。

』

世界中のパンを地域ごとに紹介。それ

ぞれのパンの歴史、お国柄、そのパンに

合う飲み物まで情報満載。パン好き必見

「水中に浮遊している生物」
プランクトンを単細胞生物と多
細胞生物に分けて写真ととも
に紹介。豆知識や、100倍サイ
ズのイラストで大きさ比べも！

モノクロで描かれた森の風景・テーマ文・

カラーで描かれた生き物たち。３パターン

で繰り返される１１の物語。絵本で森林浴!

親の勧めで進学校へ通い始めた皓

ですが、落ちこぼれ気味で馴染めてい

ません。そんな皓が好きなことは、屋
根の上で寝っ転がり空を見ること。あ

る日、死んだ祖父の弟子だったという

村田さんが訪ねて来て、梯子を修理す

ることに。大工の村田さんと、彼の元へ

通う小学時代の同級生一樹と出会っ
た皓が、それぞれが抱える悩みに触れ

変化していく姿が描かれています。

＊リ

2091年の火星が舞台。米国入植地で

は、大人６人と子ども５人猫１匹が平穏

に共同生活をする日々。しかし、地球で

の国情や、ある事件のため、他国と交

流を断っています。ある時、大人たちだ
けがウィルスに感染し、子どもたちは助

けを求め、地下トンネルへ足を踏み入れ

ます。現実味のある描写に引きずり込ま

れるこの本、タイトルが意味深です。


