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中学校司書によるおすすめの本のリスト“ほんとのであい”ができましたの

で、配布します。イラストにもご注目！五中生の作品も掲載されました。 

     

                 

学校図書館専門嘱託員 久保木明子 

 

☆夏休み☆特別貸出しスタート！ 

 

 

 

7 月４日（木）～ 

１９日（金）まで。 
 

一人７冊まで 

借りられます。 

カード保持者は、 

１０冊まで借りられます。 
 ※未返却の本がある人は、 

借りられませんのでご注意を。 
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今月は読書週間があります。 
 

☆図書委員が… 

本の紹介、読み聞かせに挑戦します。 

おたのしみに！ 

 

☆図書室では… 

「お試し読書」に挑戦。 

 
・本の最初のページを展示してあります。 

・題名は書いてありません。 

・続きを読んでみたい！と思ったら、図書委員か司書

に声をかけてください。本を貸し出しします。 

 

 

 

読めるかな？   

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

「山笑う」、「山滴る」、「山粧う」、「山眠る」 

春夏秋冬を表す季語です。 

答えは『目でみることば ２』164ページ 

８１２オ 

写真と同時に言葉を理解できるので、語彙が一気に増えます！ 

表紙の写真は「長いものに巻かれろ」のことばを表しています。 

元々、“長いもの”とは中国の説話では「象の鼻」だったそうです。 
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０  

031 いちばん！のクイズ図鑑 
 

学研プラス 

２ 地理・歴史 

289 人はなぜ星を見上げるのか 高橋 真理子 新日本出版社 

289 津田梅子 古木 宜志子 清水書院 

289 アンネ・フランク 岡田 好惠 講談社 

３ 社会・くらし 

319 核兵器はなくせる 川崎 哲 岩波書店 

383 和食のえほん 江原 絢子 ＰＨＰ研究所 

４ 然科学 

410 数学ミステリーの冒険 イアン スチュアート ＳＢクリエイティブ 

448 地球は本当に丸いのか？ 武田 康男 草思社 

468 海外を侵略する日本＆世界の生き物 今泉 忠明 技術評論社 

480 ブラックないきもの図鑑 今泉 忠明 朝日新聞出版 

491 図解でわかる１４歳から知る人類の脳科学、その現在と未来 松元 健二 太田出版 

５ 工業・家庭 

501 不便益のススメ 川上 浩司 岩波書店 

596 人気定番スイーツの基礎ＢＯＯＫ 
 

アップルミンツ 

６ 産業・ペット 

645 災害にあったペットを救え 高橋 うらら 小峰書店 

７ スポーツ・芸術 

702 もっと知りたい法隆寺の仏たち 金子 啓明 東京美術 

718 もっと知りたい慶派の仏たち 根立 研介 東京美術 

723 もっと知りたいピカソ 松田  健児 東京美術 

723 もっと知りたいサルバドール・ダリ 村松 和明 東京美術 

723 もっと知りたいミュシャ 千足 伸行 東京美術 

780 
オリンピック・パラリンピックで知る世界の国と地域  

１～4巻 

日本オリンピックアカデミ

ー 
小峰書店 

783 不可能を可能にする大谷翔平１２０の思考 大谷 翔平 ぴあ 

783 大谷翔平二刀流の軌跡  学研プラス 

９１３日本文学 

913 地底アパート入居者募集中！ 蒼月 海里 ポプラ社 

913 地底アパートの咲かない桜と見えない住人 蒼月 海里 ポプラ社 

913 ぼくらのセイキマツ 伊藤 たかみ 理論社 

新しい本が入りました！

 

クイズの本を増や

しています。委員

会やクラスでも活

用できます 

「核兵器禁止条約」の成立に大きく貢献し、

ノーベル平和賞を受賞したNG O
エヌジーオー

・ICAN
アイキャン

。

核の現状や今後のことがわかります。 

数学的想像力とユーモアに満ちた数学

ミステリーが満載。イギリスの著名な

数学者、イアン・スチュアートの数学

小ネタ集。 

不便なほうがいい！？かすれていくナビゲーション

など、効率化や自動化の逆にあたる「不便益」の発想

から生まれたデザインについて紹介。 

不可能を可能にする大谷翔平の

「思考」は、私たちの日常にも進

むべき光を与えてくれる。大谷の

120の言葉を取り上げ、それに解

説を添えたメッセージ集。 
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913 天使のにもつ いとう みく 童心社 

913 ぬけ穴の首 井原 西鶴 岩波書店 

913 天衣無縫 織田 作之助 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913 呉書三国志 斉藤 洋 講談社 

913 キャプテンマークと銭湯と 佐藤 いつ子 ＫＡＤＯＫＡ 

913 つくられた心 佐藤 まどか ポプラ社 

913 そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ 文芸春秋 

913 掟上今日子の推薦文   

913 掟上今日子の乗車券 西尾 維新 講談社 

913 ねらわれた学園 眉村 卓 講談社 

913 神さまのいる書店 3巻秋 三萩 せんや ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913 部長会議はじまります 吉野 万理子 朝日学生新聞社 

914 思わず考えちゃう ヨシタケ シンスケ 新潮社 

９～ 外国文学 

933 秘密をもてないわたし ペニー ジョエルソン ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

933 ぼくにだけ見えるジェシカ アンドリュー ノリス 徳間書店 

994 キバラカと魔法の馬 さくま ゆみこ 岩波書店 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

夏休みの開館日 

７月２４日（水）、２５日（木）、２６日（金） 

  ３０日（火） 

１０時３０分～１５時３０分  
※１２時 15分～１３時は昼休みのため不在です 

夏にはやはり怪談。夜の芝居小屋で起きる恐ろしい出来

事、「真夜中の舞台」など。悲哀がまざる世の姿を鋭く

描き出した、井原西鶴の古典怪談 7編。 

織田作之助

は、太宰治ら

と無頼派と

して活躍。近

代文学が装

いも新たに

発刊。 

新設のモデル校では、イジ

メ防止のアンドロイドが

1クラスに 1体配置され

ている。やがてクラス内で

アンドロイド探しが始ま

り…。近未来の東京を舞台

に、AIと人間が共存する

社会を描く。 

2億円の絵が 200万円に! 美術品を巡る事件は、画家の卵、巨匠を巻き込み…。記憶を持たな

い名探偵・掟上今日子が事件の謎に挑む、タイムリミットミステリー。シリーズ第 2弾。 

中学校で毎週行う“部長会議”。部長は日々頑張るけれ

ど、下級生に反発されたり、片想いに苦しんだり、悩みは

いっぱいで…。「文化部編」と「運動部編」の 2部構成。 

ついつい考えすぎちゃう！まじめ

な事から何やらと…。人気絵本作家

ヨシタケシンスケのエッセー。 

お待たせ

しました。

今年の本

屋大賞作。 
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