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３類（社会科学）

平成時代が終
わっちゃう！平
成のファッショ
0類（総記・図書館・出版）
ンを振り返りた
桃とかメロンを買ったときに巻 いんだけど…。
→『日本のファッション 明
いてある白いネット。なんて
治・大正・昭和・平成』城一
呼べばいいの？
→その答えは『アレ何？大事典』佐々木正孝著 小学館
2005 に載っていますよ！正解は「フルーツキャップ」。他
にも、「トウモロコシのもしゃもしゃしたひげ」や「ペッ
トボトルの底の花形のへこみ」など、名
前があったのか！と驚くものも多数。名
前がわからない「アレ」はキーワード索
引から探すこともできます。

1類（哲学・宗教）

新学期になったことだし、
やる気を出したいんですけど…
→『１０１人が選ぶ「とっておきの言葉」』河出書房新社
編 2017 でピンとくる一言を探してみませんか？俳優、ス
ポーツ選手、アーティストなど、各分野で
活躍している１０１人の「心に秘めている
言葉」や「もうダメだと思ったときに力と
なった言葉」を紹介。パッと開いたページ
に、今の気持ちにぴったりの言葉が見つか
るかも？
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５類（技術・家庭）

６類（産業）

いま流行りの台湾スイーツ、タピ 京都で食べた海老芋のお料
オカドリンクにはまってるんだけ 理がおいしかったです。調理
ど、それ以外の台湾スイーツやご される前の海老芋の写真がみ
たい
はんも気になる！
→『おはよう！アジアの朝ごはん 台湾・ベトナム・韓国・香港
の朝食事情と再現レシピ』口尾麻美著 誠文堂新光社 2018はい
かが？蛋餅（ダンビン）：クレープや、肉粥（ロウヅォ）：豚
肉のお粥や凉麺（リャンメン）：ごまダレ
麺など、新しいもの好きで食へのこだわり
が強い台湾の朝ごはんのレシピがたくさん
のっています！バザーにもいいかも♪珍珠
奶茶（ゼンズナイツァー）：タピオカミル
クティーの作り方ものっていますよ♪

夫 渡辺直樹著 青幻舎 2007
（出版年がすこし古いですが…）ボディコン・
カラス族・渋カジ・コギャル・ロリータ・お
兄系・裏原系etc平成に流行した懐かしいファッ
ションはもちろん、平成以前のファッション
も合わせてどうぞ。どうしてそのファッショ
ンが流行したのかがわかる解説やその年の流
行色も必見！さて、「令和」はどんなファッ
ションが流行るかな？

４類（自然科学）

動物のなかでパンダが一番すき！
パンダの本が読みたい♪

７類（芸術）

2020年開催の東京オリンピック・パラリ
ンピックの公式エンブレムを確認したいので
すが、どの本を見れば？
→『くらしの中のマーク・記号図鑑』村越愛策著 岩崎書店 2016 に市松模
様をモチーフにした公式エンブレムが載っています。家の中・学校の近く・町の
中の３種類のマーク、記号が意味・
形・色・見せ方のひみつとともに解
説されています。

→『こんにちは！シャンシャン』高氏貴博著 宝
島社 2018はいかが？2017年に上野動物園で誕生
したパンダの赤ちゃんシャンシャンの妊娠出産
の裏話（パンダの妊娠、出産はとってもむずか
しくハードルが高いんです！）や、愛くるしい
写真を多数収録！生まれたばかりの姿はたまりません…！

2類（歴史・地理）

神戸のおしゃれなガイド本ある？

→『BEAMS EYE on KOBE』ビームス 2016 はいかがですか？日本を
代表するセレクトショップ、ビームスがつくった本。風景、お店、
お土産の紹介やインタビューなど、盛り沢山の内容です。「神戸
がもっと好きになる６１のキーワード」では「イノシシ対策」や
「のびのびパスポート」なども紹介されています！

→『もっと知りたい京野
菜』上田耕司著 淡交社
2014 にあります。海
老芋は里芋の一種でその
形や縞が海老に似ている
のでその名が付いたそう
です。おでん専用の聖護
院大根や丸い形の賀茂茄
子など京都の野菜を知り
つくせます。

８類（ことば）

最近お花見に行きました。桜の
花はどう数えたらいいですか？
→『数え方の辞典』飯田朝子著 小学館 2004 によると、個々
の桜の花は「輪」「個」、数輪まとまっているものは「房」
「つ」、花びらは「枚」と数えます。身のまわりの数え方が
載っているので気になったらぜひ読んでみてください。

9類（文学）

令和ってどこから
きたの

→新元号“令和”の出典となったのは、
万葉集巻五 梅花歌卅二首并序（ばいか
のうたさんじゅうにしゅあわせてじょ）

令

和

の序文の“初春
月 気淑風
”です。
「初春の正月の佳い月で、気は良く、風
は穏やかである」という意味だと『新編
日本古典文学全集７萬葉集２』に載って
います。中国の書家・王羲之（おうぎし）
の蘭亭序（らん
ていじょ）に影
響を受けたと書
かれています。
日本は昔から中
国の影響を受け
てきたのですね。
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図 書 貸 出 ベス ト 2 0 1 8
順位 書名
著者名
出版者名
貸出回数
1 かがみの孤城 THE SOLITARY CASTLE IN THE MIRROR 辻村深月 著
ポプラ社
13
2 小説 ちはやふる 上の句 （講談社文庫）
有沢ゆう希 著
講談社
12
大家さんと僕
矢部太郎 著
新潮社
12
4 小説 ちはやふる 下の句 （講談社文庫）
有沢ゆう希 著
講談社
11
人魚の眠る家 （幻冬舎文庫）
東野圭吾 著
幻冬舎
11
6 １３歳は怖い 新学期の落とし穴
池田美代子 著 講談社
10
劇部ですから！Ａｃｔ.１文化祭のジンクス （青い鳥文庫２６８－３１） 池田美代子 作 講談社
10
劇部ですから！Ａｃｔ.３ 恋とマクベス （青い鳥文庫２６８－３６）
池田美代子 作 講談社
10
9 生活向上委員会！１ ぼっちですが、なにか？
伊藤クミコ 作
講談社
9
吉野源三郎 原作 マガジンハウス
漫画 君たちはどう生きるか
9
11 マスカレード・ホテル （集英社文庫）
東野圭吾 著
集英社
8
劇部ですから！Ａｃｔ.２ 劇部の逆襲 （青い鳥文庫２６８－３４）
池田美代子 作 講談社
8
日出処の天子 ３ （白泉社文庫）
山岸涼子 著
白泉社
8
日出処の天子 ５ （白泉社文庫）
山岸涼子 著
白泉社
8
日出処の天子 ７ （白泉社文庫）
山岸涼子 著
白泉社
8
氷の上のプリンセス オーロラ姫と村娘ジゼル
風野潮 作
講談社
8
氷の上のプリンセス カルメンとシェヘラザード
風野潮 作
講談社
8
氷の上のプリンセス はじめての国際大会
風野潮 作
講談社
8
『君の膵臓をたべたい』『ラプラスの魔女』『十二人の死にたい子どもたち』『半分、青い。』、ヨシタケシンスケの絵本
『ざんねんないきもの』シリーズなどが人気でした。
D VD 貸 出 ベス ト 2 0 1 8
順位 書名
出演・制作
出版者名
貸出回数
マシュー・モリソン ２０世紀フォックス
1 ｇｌｅｅ 踊る合唱部！？Ｖｏｌ．１
4
映画 聲の形
山田尚子 監督 ポニーキャニオン
4
火垂るの墓 ジブリがいっぱいコレクション
野坂昭如 原作 ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ
4
平家物語 （アニメ 古典文学館 3）
ｻﾝ･ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾅﾙ
4
5 うまれる ～いのちの授業～ 学校教材用ＤＶＤ
うまれるパートナーズＬＬＰ 作
3
プラダを着た悪魔
アン・ハサウェイ 20世紀ﾌｫｯｸｽ
3
ジョン・ステイモス ワーナー・ホーム・ビデオ
出演
3
フルハウス Ｓｅａｓｏｎ１ 第１－４話
マララ 教育を求めて戦う少女
北村友人 字幕 ＢＢＣ（丸善）
3
もののけ姫 （ジブリがいっぱいコレクション）
宮崎駿 監督
スタジオジブリ
3
耳をすませば （ジブリがいっぱいコレクション）
宮崎駿 脚本・絵 スタジオジブリ
3
手塚治虫の旧約聖書物語７
手塚治虫 作
教文館
3
千と千尋の神隠し （ジブリがいっぱいコレクション）
宮崎駿 監督
スタジオジブリ
3
日の名残り Remains of the Day
ｶｽﾞｵ･ｲｼｸﾞﾛ 原作 ソニー・ピクチャーズ
3
エイミー・アダムス ｳｫﾙﾄ ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ
魔法にかけられて （Walt Disney Pictures Presents）
3
枕草子 （アニメ 古典文学館 2）
清少納言 原作 ｻﾝ･ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾅﾙ
3
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松蔭中高生の皆さんは
松蔭大学の図書館も
利用できます。
希望者は中高図書館で申込書に記入
してください。約10日間で大学のカー
ドがとどきます。一年更新です。

小学生に読み聞かせをしてくれる
ひと、いっしょにレジンのチャー
ム作りをしてくれるひと 大募集！
とりあえずおためしに練習
してから参加してくれてか
まいません。
７月13日（土）の午前中が
本番です。図書館カウンター
まで

今年も図書館は
小学生に開放します。
（土曜日と長期休暇期間
に限る）
本の貸出、レファレンス
6月8日(土）と11月16日（土）にはチャリティ
ブックセール
8月22日（木）～30日（金）には夏休み宿題
お助け講座
◎ぜひ知り合いの本好きの小学生に教えてあ
げてください。

