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はと時計
近畿地方も梅雨に
入りました。雨の
日の読書はいかが？
梅雨 （ばいう）
東アジア地域だけにある雨季。「つゆ」
ともよむ。毎年6月下旬を中心に、その前
後40日ぐらい曇りや雨の日が多くなる。
「bai-u」は国際的に通じる気象用語であ
る。オホーツク海気団と小笠原気団の境
目にできる前線(梅雨前線という)が停滞
しているところに、南からしめった季節風が流れこんで
発生する。通常は北海道には梅雨がない。
日本では、梅雨入りが6月上旬から中旬ごろ、梅雨明
けが7月中旬から下旬ごろとなっている。一般に、梅雨
の前半は雨が少ないが、後半に多くなり、この時期に年
間降水量の3分の1から4分の1の雨がふる。梅の実が熟す
ころと重なるのでこの名があり、旧暦(太陰太陽暦)では
5月ごろにあたるので「五月雨」ともよばれた。
ポプラディアネットより

『雨のち晴 愛蔵版おはなしのろうそく
７』
東京子ども図書館編 東京こども図書館 2005 ある雨
の日、家の中の雨漏りがひどく、困ってしまったがちょ
うのおくさんは、ヤギさんのところへ屋根の修繕をお願
いしに行きますが…。表題作「雨のち晴」を
はじめ、日本やノルウェーやフィンランドの
昔話、グリム童話など、すぐ読める短いおは
なしがたくさん入っています。声にだして読
むのもおもしろいかも♪MS

松蔭中高図書館広報誌
松蔭中高図書館発行
library@shoin-jhs.ac.jp
編集：眞鍋
次回発行は
7月17日
予定

『しぐさのマナーと
コツ 暮らしの絵本』

2018年6月12日

『ぐりとぐらのてづくりブック
ぐりとぐらの絵本』福音館書店編集部編

『あめのひのおるすばん』岩崎ちひろ（文・
福音館書店

2013
みんなの人気者、ぐりとぐら。ぐりとぐらがこの世で一番
好きなのは、お料理すること、食べ
ること♪そしてお料理の他にも、色々
なものを手作りしています。この本
では、絵本に登場するレシピ、ぐり
とぐらの折り紙や人形の作り方も教
えてくれます。雨で外に出たくない
とき、この１冊があれば１日中楽し
めるはず！ AT

絵）武市八十雄（案）

至光社

小さい頃、お留守番はドキドキして怖
いものでした。雨の日なんてなおさら。
色々と気を紛らわせてみるけれど、時間
が進むのは遅いし、お母さんはなかなか
帰ってこない。まるでこの世に１人取り
残されたような心細さ。岩崎ちひろさん
の絵の色彩からも、じんわりと雨を感じ
る１冊です。AT

井垣利英監修 伊藤美樹絵
学研プラス 2006
みなさんはふだんマナー
などを意識していますか？
『ときめくカエル図鑑』
マナーを知っていると本当に
高山ビッキ 文、松橋利光 写真、桑原一司 監修 山
お得です。「美しい」「上品」
と渓谷社 2013
「礼儀正しい」と思われるよう
雨の日に元気な生き物といえばカエルが思い浮かび
になります。老若男女と問わず、
ます。カエルは「無尾目」に分類され、文字通り尻尾
人に与える印象が良くなります。
が無い生き物です。そのため、
せっかくだったら誰からも愛さ
まるで人間のようなポーズを
れる素敵な人になりたいですよ
とることがあり、とても愛嬌
ね。ただマナーを覚えるって堅
があります。この本では世界
苦しいような気がしますが、相
中のカエルが写真とともに紹
手を思いやる心が基本にあれば
介されていて、カエルに関す
誰でもマナーを身につけること
るコラムも盛りだくさんです。
ができます。例えば人と話すと
好きな人もちょっと苦手な人
きには口角を上げ、目にやさしさをもたせてあげると人に明るい
も、ぜひ見てみてください。
印象を与える、などとてもためになることが書いてあります。
RK
ＭＴ

『おもしろい！進化のふしぎ
ざんねんないきもの事典』
今泉忠明監修 下間文恵ほか絵 高橋書店 2016
みんなが知っているホッキョクグマの毛は雪のように白く美し
いですが、実はその下の肌はツヤのない黒い色です。ホッキョク
グマが住む北極はとても寒いので、太陽の熱をたくさん吸収でき
るように黒くなったのだそうです。また毛も実は白ではなくガラ
スのように透明で、光を反射するために
白く見えるのだそうです。毛は中に空
洞があり、そこに温かい空気をためて
寒さから身を守っています。ほかにも
ダチョウが脳みそが目玉より小さかっ
たり、ウォンバットのうんちは四角かっ
たりといろいろな生きものの残念なと
ころが載っていて見ていてとても楽し
い本です。ＭＴ

『雨のことば辞典』倉嶋厚
講談社

1996

監修

2000

日本の年間降雨量は約1800ミリで、これは世
界平均の約2倍だそうです。そんな雨が多い日本
に は、 雨に 関 する 言 葉が た くさ ん あり ま す。
「狐の嫁入り」、「時雨」などはよく聞きます
ね。梅雨時の言葉としては「梅のつぶやき」と
いう言葉があるそうです。梅雨時のしとしと降
る雨の音を表現した言葉だそうで、なんとも風
情がありますね。雨に培わ
れた日本語の多様な表現を
楽しんでみましょう。RK

『おおかみこども
の雨と雪』

細田守著 角川文庫
2012
大学生 の花 がある 日大
学で出会 った のは、 人間
に化けた おお かみお とこ
でした。 ふた りは恋 に落
ち、ふたりのこども「雨」
と「雪」 を授 かるが …。
家族の絆 、あ たたか さに
胸をうた れま す。そ して
おおかみ と人 間のハ ーフ
の子、雨 と雪 は、梅 雨の
嫌な湿気 が吹 き飛ん じゃ
うほどかわいい！2012年
に公開されたアニメーショ
ン映画『 おお かみこ ども
の雨と雪 』の 小説版 。映
画では描かれなかった場面
も書かれていますよ！映画と
比較しながら楽しんでみては
♪MS
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雨の日の読書
『ギネス世界記録 2017』
クレイグ・グレンディ編
角川アスキー総合研究所 2016
この本は世界で一番の記録を集めています。宇宙か
ら動物のことまで広範囲のテーマを網羅しています。
例えば犬！世界で最も小さな犬がイギリスに住んでい
るアーサー・マーブルズさんが飼っていたヨークシャー
テリアで体高7.11cm体長9.5cmです。最も背が高いメス
の犬はまだ７歳のグレートデーン
のリジーで背が96.41cmもありま
した（写真ものっています）。こ
のように世界にはいろいろな種類
の動物がいます。新しいことがわ
かるのでぜひ読んでみては？MT

５分で読める
シリーズが入荷！
長 い お話 が 苦 手 な
あなたもこれなら
読みきれる！

松蔭中高図書館広報誌

『檻の中のライオン

憲法がわかる46のおはなし』

楾大樹著 かもがわ出版 2016
今、憲法を変えると話題になっていますが、どの法律よりも大切な日
本国憲法のこと、知っていますか？憲法を守らなくてはならないのは国
家です。将軍が「死罪じゃ」と言えば無実でも死ななくてはいけなかっ
た時代がありました。そういう権力の横暴を防ぐために憲法はあります。
檻（おり）＝憲法、ライオン＝権力のたとえです。ライオン（政府）が
してもいいこと、しなければならないこと、したらいけないことを決め
ているのが憲法です。多数決で決めたから、といって人権を踏みにじっ
たり、戦争を始めたりすることはできません。YM

『美しい日本のくせ字』

2018年6月12日

『知ってる？アイツの名前
～最近何だか気になるの～』
椿本涅子文 ナガキパーマ絵 キーステージ21 2017
サーティワンアイスクリームなどでよく目にするア
イスクリームをまぁるくすくうあの器具、食パンの袋
をとめているパズルのピースみたいなクリップ、お弁
当に入っている醤油が入った魚の入れ物…何度も見た
ことはあるんだけどこの名前って何？
ていうもの、意外と身の回りにはある
ものです。あなたはいくつ答えられま
すか？外に出られない雨の日、この本
で家族と、友達と楽しんでみませんか？
名前がわかるとちょっと物知りな気分
になれちゃうかも！
MS

井原奈津子著 ピエ・ブックス パイ・インターナショナ
2017
今は様々な字の形をフォントで変えることができるようになりまし
たが、手書き文字はやはりあなた独自のもの。先日、「女子高生がな
んでも【かわいい】といってしまうことをどう思いますか」と放送部
にインタビューされましたが、この著者も小６のとき、男子に「字が
カワイイ」と言って「僕のことが好きなの？」と勘違いされたり、同
『家守綺譚』梨木香歩著 新潮文庫 2006
僚の男性に「字、可愛いですね」と言って馬鹿にしているのかと怒ら
この話は、主人公の綿貫征四郎が、早世した学友・高
せたりした、手書き文字のコレクターです。キレイな字、汚い字、そ
堂の実家に「家守」として住むところから始まります。
れぞれのカテゴリにわけて紹介してあります。手書きの字はやはり味
ある日、その家の床の間の掛け軸の中から、高堂がボー
があります。YM
トを漕いでやって来ました。思わず
声をかけると、高堂は「雨に紛れて
『だれのこどももころさせない』西郷南海子著 浜田桂子 こいできたのだ」と答えます。そん
絵 かもがわ出版 2017
「きょうのよる せんそうにならない？」４才の女の子がお母さんに な具合で、たびたび現れる高堂。動
実際にきいた質問からこの絵本はできました。成立してしまった安保関 物、植物、人ならざるものが織りな
連法案は「せんそうのじゅんび」です。へいわをつくるのは大人の責務 す不思議な温かさのある小説です。
だ、とお母さんは思いました。若い皆さんはぜひ選挙に行って自分の意 AT

ル

５分後に驚愕のどんでん返し 私は能力
者
見を述べて欲しいと思います。政治には無関心でも、無関係ではいられ
５分後に涙のラスト 不変のディザイア
ないんですよ！YM
５分後に戦慄のラスト 隙間
５分後に恋するラスト あふれる
『水族館ガール』（全4巻） 木宮条太郎 著
５分後に禁断のラスト ７歳の君を、殺
実業之日本社文庫 2014
『大人もおどろく「夏休み子ども科学電話相談」』
すということ
雨の日のお出かけスポットとしておすすめなのが水族
ＮＨＫラジオセンター 「夏休み子ども科学電話相談」制作班
５分後に後味の悪いラスト 暇つぶし
館です。
５分間で心にしみるストーリー リング 編著 サイエンス・アイ新書 2017
金魚以外の生き物を飼った経
５分後に笑えるどんでん返し 美術展 「どうすれば魚が何歳か、わかりますか」「どうしてキリンの
験が無いにも関わらず水族館で
舌は青いの」「働きアリがぜんぶメスならオスは何をしているの」
にて
働くことになった市役所職員の
５分後に感動のラスト ぼくが欲しかっ 「なぜフクロウは真後ろを向けるのですか」など大人もたじたじ
由香。彼女の体験を通して、華
としてしまうような質問が並べられています。 なるほどと感心
たもの
やかなだけではない水族館の仕
ぜひトライしてみて
ください。

する答えもあれば、科学者にもわからない質問もあって、知識の
広がりが感じられる本です。YM

事の裏側が見えてきます。水族
館がより深く楽しめるようにな
る一冊です。RK

