
名月を見ましょう！

裏面もあります⇒

令3.4.11

NO.1

杉並区立和田中学校

学校司書 田中

昼休みは13：05～13：25

放課後は15：35～16：10

４月の開館カレンダー

ＹＡってヤングアダルトの略称です

『10代のためのYAブックガイド150！』

ポプラ社 中高生が本当に読んで楽しめ

る本ばかり紹介されている貴重な本です。

和田中図書館を紹介します

本を知るための本というのを知っていますか？

本を紹介するブックリストや、本の成り立ちを

説明する本などいろいろあります。図書館の中

に展示しています。

図書委員が謎を解く

『本と鍵の季節』米澤穂信 /集英社

直木賞を取った米澤さんが、男子高校生の

図書委員にみごとな推理をさせます。

本がたどる5000年の旅とは

『わたしの名前は「本」』ジョン・ア

ガード/フィルムアート社

本を主人公にした短い物語の中に、文字

や本の歴史がたっぷり詰まっています。

特集：本を知る本

南校舎の２階にあります。ちょうど１年生の

教室から見下ろした場所です。

🌸 所蔵している本は、約10000冊。

🌸 昼休みの来館者は20～40人。

🌸 毎月、新しい本が入ります。

🌸 雑誌・コミックも読めます。

１年生はオリエンテーションが済んだら利用

できます。 ２・３年生はいつでもどうぞ♪

パスワードは

学校ＨＰと同じ
（わからない人は司書

に聞いてください）

どんな本があるのか知りたい人は、学校の

ホームページの中にある学校図書館サイトを開

くと蔵書検索ができます。（外部サイトにリン

クします）

◆ 下のＱＲコードからもアクセスできます。

◆ 所蔵しているかどうかがわかります。貸出中

かどうかはわかりません。

本が他人の心の中を教えてくれる

『まなの本棚』芦田愛菜/小学館

愛菜ちゃんも都会トムや若おかみシ

リーズにはまって、その後にどんな本

に手を伸ばしたのかがわかります。

『Disney Frozen Storybook Collection』 Disney Press

「アナと雪の女王」に出てくるお話が18話。

すべて英語版の洋書です。中学生でもわかる内

容なので、映画が好きな人は辞書を片手に読ん

でみませんか？

映画化

された本

月 火 水 木 金

6 7 8
昼休み ―
放課後 ―

11 12 13 14 15
昼休み 〇 〇 〇 〇 〇
放課後 〇 〇 ― 〇 委員会

18 19 20 21 22
昼休み 〇 〇 〇 〇 〇
放課後 〇 〇 ― 〇 ―

25 26 27 28 29
昼休み 〇 〇 〇 〇
放課後 〇 〇 ― 〇

始業式 入学式

昭和の日



貸出・予約は4月11日（月）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

異界のミステリー 山白　朝子 汐文社 913 い

五つの季節に探偵は 逸木　裕 KADOKAWA 913 い

君色パレット　1-3 如月　かずさ 岩崎書店 913 き

硝子の塔の殺人 知念　実希人 実業之日本社 913 ち

七夕の夜におかえり 三萩　せんや 河出書房新社 913 み

プリティが多すぎる 大崎　梢 文藝春秋 B913 お

さよならドビュッシー 中山　七里 宝島社 B913 な

桜風堂ものがたり　上・下 村山　早紀 ＰＨＰ研究所 B913 む 

☆5分後に意外な結末ﾍﾞｽﾄ･ｾﾚｸｼｮﾝ　 桃戸　ハル 講談社 B913 も

☆5分後に意外な結末ﾍﾞｽﾄ･ｾﾚｸｼｮﾝ　赤の巻 桃戸　ハル 講談社 B913 も

☆5分後に意外な結末ﾍﾞｽﾄ･ｾﾚｸｼｮﾝ　黒の巻 桃戸　ハル 講談社 B913 も

☆5分後に意外な結末ﾍﾞｽﾄ･ｾﾚｸｼｮﾝ　白の巻 桃戸　ハル 講談社 B913 も

なぜ、穴を見つけるとのぞきたくなるの? 石川　幹人 朝日新聞出版 031

「できごと」と「くらし」から知る戦争の46か月大石　学 学研プラス 210

見つける東京 岡部　敬史 東京書籍 291

警察のウラガワ 倉科　孝靖 学研プラス 317

10代で知っておきたい「同意」の話 ジャスティン・ハンコック 河出書房新社 361

人間と性の絵本　1-5 柿崎　えま 大月書店 367

<弱さ>を<強み>に 天畠　大輔 岩波書店 369

いきもののカタチ 近藤　滋 学研プラス 463

OCEAN LIFE 図鑑海の生物 スミソニアン協会 東京書籍 468

人類が滅ぼした動物の図鑑 Radek Malý 丸善出版 482

クジラの骨と僕らの未来 中村　玄 理論社 489

はじめて学ぶ精神疾患 全4巻 水野　雅文 保育社 493

海をわたった母子手帳 中村　安秀 旬報社 498

病院のウラガワ 佐藤　昭裕 学研プラス 498

図解でわかる14歳からの脱炭素社会 インフォビジュアル研究所 太田出版 519

捨てないパン屋 田村　陽至 清流出版 588

不思議なお菓子レシピ サイエンススイーツ 太田　さちか マイルスタッフ 596

コウペンちゃんとまなぶ世界の名画 るるてあ KADOKAWA 720

覆面アーティスト バンクシーの正体 毛利　嘉孝 宝島社 723

はじめての篆刻入門 真鍋　井蛙 淡交社 739

工芸王国金沢・能登・加賀への旅 木村　ふみ 平凡社 750

必ず成功する激ウケ!マジック Billy メイツユニバーサル 779

バスケットボール弱点克服マニュアル 田渡　優 メイツユニバーサル 783

一冊で差がつく!将棋上達のコツ50 屋敷　伸之 メイツユニバーサル 796

知っておきたい教科書に出てくる故事成語　1-3 全国漢文教育学会 汐文社 814

おしゃれ英語図鑑 あわの　さえこ DHC 837

Chock Full o'Fun（てづくりおもしろおもちゃ）かこ　さとし 小学館 837

おすすめの1冊は「覆面アーティスト バンクシーの正体」。イギリスを拠点に活躍

するバンクシーを知っていますか？ 作品に28億円の値段がついた正体不明のアーティス

トです。彼（？）の作品をたっぷり楽しめる1冊です。


