
名月を見ましょう！

裏面もあります⇒

令4.2.1

NO.10

杉並区立和田中学校

学校司書 田中

２月の開館カレンダー

『鹿の王 上下』

上橋菜穂子／著

角川書店

映画「鹿の王 ユナと約束の旅」の原作です。

声優には堤真一や竹内涼真、杏らが加わりました。

国同士の闘いに謎の病気がからむ壮大なファンタ

ジー作品はアニメで表現するのがぴったりですね。

今月4日公開。

映画化

される本

人気の本ベスト10

※テスト前１週間は放課後閉館です

13：05～13：25

15：35～16：10

タイトル 著者 出版社 貸出回数

１位 ５分後に意外な結末ｅｘ 白銀の世界に消えゆく記憶（桃戸ハル 学研プラス） 13回

２位 ないものねだりの君に光の花束を （汐見夏衛 KADOKAWA） 12回

２位 推し、燃ゆ （宇佐見りん 河出書房新社） 12回

４位 ５分後に意外な結末ｅｘ エメラルドに輝く風景（桃戸ハル 学研プラス） 11回

４位 ５分後に意外な結末ｅｘ オレンジ色に燃える呪文（桃戸ハル 学研プラス） 11回

４位 ５分後に意外な結末ｅｘ チョコレート色のビターエンド（桃戸ハル 学研プラス）11回

７位 ５分後に意外な結末ｅｘ アクアマリンからあふれる涙（桃戸ハル 学研プラス） 10回

７位 ５分後に意外な結末ｅｘ バラ色の、トゲのある人生（桃戸ハル 学研プラス） 10回

９位 オルタネート （加藤シゲアキ 新潮社） 9回

９位 「悩み部」の栄光と、その慢心。 （麻希一樹 学研プラス） 9回

９位 「悩み部」の結成と、その結末。 （麻希一樹 学研プラス） 9回

第１位

しおりプレゼント
バレンタインデーまでの２週間は、貸

出の時に１人１枚、この時期限定のしお

りをプレゼントします。楽しいデザイン

を用意するのでお楽しみに♪

2月1日（火）～14日（月）まで

和田中で今年度人気のあった本を調べたところ、朝読書

に向いている「５分後シリーズ」が８冊もランクインし

ていました。

第２位 第２位

月 火 水 木 金

1 2 3 4
昼休み 〇 〇 〇 〇
放課後 〇 〇 〇 ―

7 8 9 10 11
昼休み 〇 〇 〇 〇
放課後 〇 〇 ― 委員会

14 15 16 17 18
昼休み 〇 〇 〇 〇 〇
放課後 〇 〇 ― ― 〇

21 22 23 24 25
昼休み 〇 〇 〇
放課後 ― ― ―

28
昼休み 〇
放課後 〇

建国記念
の日

定期テスト



貸出・予約は2月1日（火）から
☆はリクエストされた本です

タイトル 著者名 出版社 分類

ぼくらはアン 伊兼　源太郎 東京創元社 913 い

アイアムマイヒーロー! 鯨井　あめ 講談社 913 く

マイブラザー 草野　たき ポプラ社 913 く

虹いろ図書館のかいじゅうたち 櫻井　とりお 河出書房新社 913 さ

11の秘密 大崎　梢ほか ポプラ社 913 じ

博物館の少女 富安　陽子 偕成社 913 と

ソラモリさんとわたし はんだ　浩恵 フレーベル館 913 は

阿佐ケ谷姉妹ののほほんふたり暮らし 阿佐ケ谷姉妹 幻冬舎 B779 あ

☆家族シアター 辻村　深月 講談社 B913 つ

夜に駆ける 星野　舞夜 双葉社 B913 よ

霊長類ヒト科動物図鑑 向田　邦子 文藝春秋 B914 む

☆チャレンジミッケ！　９-10 ウォルター・ウィック 小学館 E798 う

モノのなまえ事典 杉村　喜光 ポプラ社 031

まだある!! モノのなまえ事典 杉村　喜光 ポプラ社 031

ゾンビサバイバルガイド マックス・ブルックス エンターブレイン 049

修造流・逆転の発想法 松岡　修造 PHP研究所 159

みる・よむ・あるく東京の歴史　4-7 池　享 吉川弘文館 213

ブラタモリ　8、17 NHK制作班 KADOKAWA 291

女性の世界地図 ジョニー・シーガー 明石書店 367

世界の女性問題　３ 関橋　真理 汐文社 367

親を頼らないで生きるヒント コイケ　ジュンコ 岩波書店 369

マイテーマの探し方 片岡　則夫 筑摩書房 375

解きたくなる数学 佐藤　雅彦 岩波書店 410

マンガ 脱・「不登校」 加藤　善一郎 学びリンク 493

生理のはなし 高橋　怜奈 主婦と生活社 495

わたしたちの「女の子」レッスン ＷＩＬＬこども知育研究所 金の星社 495

世界自然遺産見て歩き 古儀　君男 本の泉社 519

火星に住むつもりです 村木　風海 光文社 519

コーヒー　知りたい食べたい熱帯の作物 石脇　智広 農山漁村文化協会 617

新はっちゃん日記 八二　一 扶桑社 645

☆小鳥図鑑 島森　尚子 誠文堂新光社 646

世界遺産データ・ブック　2022年版 古田　陽久 せとうち総合研究機構 709

パラスポーツマガジン　Vol.10 実業之日本社 780

見えないスポーツ図鑑 伊藤　亜紗 晶文社 780

韓国語のかたち 増田　忠幸 白水社 829

』

おすすめの1冊は「解きたくなる数学」。さすがピタゴラスイッチのメンバーが考

えた問題です。簡単そうに見えます。チョコレートやチーズの写真入りで楽しそうに書

かれているけれど、論理的に考えないと答えにたどり着けません。それでも考えてみた

くなる、タイトル通りの本です。


