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３類（社会科学）
働くって何だろう？
就きたい仕事って
どうやって選べば
いいの？
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５類（技術・家庭）
６類（産業）
新学期だし、自分でお弁当をつくっ 自然食レストランに行った時に、
てみようかな？
ルイボスティーが出てきました。
ルイボスティーは、体にいいの
→『ゆる自炊弁当BOOK』オレンジページ 2017 がおすす ですか？
め！おかず１品で完成の「のっけ弁」
→ 『ハーブティー事典』佐々
や、ご飯がなくてもOKな「一品麺弁」、
帰りに鞄が軽くなる「消える弁当」
などなど。下ごしらえの仕方や食材
の保存方法も載っていて、初めて作
る人にもやさしい１冊です。

木薫著 池田書店 2007 に、
ルイボスティーは、南アフリカ
原産の若さを保つ健康茶、アレ
ルギーの緩和も期待できるそう
です。この本にはその他の色々
なハーブティーの効能や楽しみ
方も載っています。

0類（総記・図書館・出版）
喫茶店などでよく見かけるミルクが
→ 『働く理由―９９の名言に
入っている小さいパックは、なんて 学ぶシゴト論。』戸田智弘著
ディ
いう名前なの？
類
スカヴァー・トゥエンティワン 2007 を考えるヒントにしてみてはいかがです ７
→ポーションパックです。『絶対知らない ものの名前』
か？織田信長やパスカル、サン・テグジュペリや角田光代 （芸術）イラストに興味があります。うま
北橋隆史著 幻冬舎 2005 より。ポーションは「割り当て、
さんなど、いろんな時代のいろんな職業の人の考えが載っ く描けるようになりたいのですが。
一人前」の意味で、これが名前の由来だそう。
他にも見たことはあっても、あまり知られて
いないものの名前がたくさん載っています。
こんな名前がついていたんだ！と、いろんな
ページを見てしまう本です。

1類（哲学・宗教）
マザー・テレサの言葉が載っているオススメは
→『世界で一番たいせつなあなたへ マザー・テレサからの贈り物』 片柳弘史著

ています。

→『7日間で完全マスター

４類（自然科学）
道に生えている雑草の名前
や特徴を知りたいなぁ。
→いろんな図鑑がありますが、今回は雑草た

PHP研究

所 2015 はいかが？心に響くマザー・テレサの言葉とともに、
温かい気持ちになれる絵、マザー・テレサに神父になるよう
勧められた片柳さんのエッセイで構成されているので、印象
に残りやすくおすすめです。「わたしにできないことが、あ
なたにはできます。あなたにできないことが、わたしにはで
きます。力を合わせれば、きっとすばらしいことができるで
しょう」など素敵な言葉が収録されています。

2類（歴史・地理）
神戸市にある遺跡が知りたい。→『４７都道府県・遺跡百科』

絵が描ける脳をつくる』吉田エリ著
河出書房新社 2013 をおすすめします。イラスト初心者が７日間
でうまく描けるように基本テクニックや意識の働かせ方にアプロー
チしています。１日目、２日目・・とこの本の練習スケジュールを
試してみませんか？

ちを大胆に擬人化した『雑草キャラクター図鑑』
稲垣栄洋著 誠文堂新光社 2017 を推します！
ポップでコミカルな絵がとて
もかわいい♪今まで見過ごし
ていた雑草にも、ついつい興
味を持ってしまうこと間違い
なしです。

石神
裕之著 丸善出版 2018 によると、主な遺跡として、六甲山系に続く独
立丘陵上にある大歳山遺跡、明石川の中流左岸の微高地・段丘上にある
玉津田中遺跡、六甲山塊から海岸へと派生する丘陵の傾斜面にある桜ヶ
丘遺跡、舞子浜に接した垂水丘陵の端部にある五色塚古墳の４ヶ所が紹
介されています。この本は、都道府県別に調べることができ、市区町村
はもちろん立地や標高、そして時代もわかります。また、それぞれの遺
跡の特徴についても解説されています。

８類（ことば）
「ら抜き言葉」は使ってはいけないの？
→使っている人は多いようですが、「ら抜き言葉」は文法的な誤り

の代表格です。『文法のおさらいでお悩み解消！スッキリ文章術』
時田昌（ときたまさし）著 ぱる出版 2019 には、正しい言い方、
「ら抜き言葉」の判別法も書かれています。文
法を復習して、正しい言葉遣い、正しい文章が
書けるように導いています。

9類（文学）

2019年ノンフィクショ
ン本大賞を受賞した本
は入ってる？
→『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっ
とブルー』ブレイディみかこ著 新潮社
2019 ですね。
日本人の著者とアイルランド人の父の息
子が、イギリスの中学に入学します。底辺
校な らではの悩 み、
貧困 や差別にあ って
けん かしながら も軽
やか に乗り越え てい
く「 ぼく」は本 当に
魅力 的。ぜひ読 んで
ください。
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2019年度図書貸出ランキング
順位 書名
著者名
出版者名
回数
1 チア男子!!（集英社文庫）
朝井リョウ 著
集英社
9
夜カフェ １ （青い鳥文庫 Ｅく４ １５１）
倉橋燿子 作
講談社
9
3 そして、バトンは渡された
瀬尾まいこ 著
文藝春秋
8
4 カタコイ 1 好きな人の、好きな人
有沢ゆう希 作
講談社
7
学校の影ボスは知っている 探偵チームＫＺ事件ノート
藤本ひとみ 原作
講談社
7
十二人の死にたい子どもたち （文春文庫）
冲方丁 著
文藝春秋
7
小説 ちはやふる 上の句 （講談社文庫）
有沢ゆう希 著
講談社
7
小説 ちはやふる 下の句 （講談社文庫）
有沢ゆう希 著
講談社
7
夜カフェ ２ （青い鳥文庫 Ｅく４ １５２）
倉橋燿子 作
講談社
7
10 アイネクライネナハトムジーク （幻冬舎文庫）
伊坂幸太郎 著
幻冬舎
6
マスカレード・ホテル （集英社文庫）
東野圭吾 著
集英社
6
記憶屋 （角川ホラー文庫）
織守きょうや 著
KADOKAWA
6
劇部ですから！Ａｃｔ.１文化祭のジンクス （青い鳥文庫２６８） 池田美代子 作
講談社
6
作家になりたい！ １ 恋愛小説、書けるかな？
小林深雪 作
講談社
6
屍人荘の殺人 Ｍｕｒｄｅｒｓ ａｔ ｔｈｅ Ｈｏｕｓｅ ｏｆ ｄｅａｔｈ
今村昌弘 著
東京創元社
6
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
6
『わけあって絶滅しました。 世界一おもしろい絶滅したいきもの図鑑』『子ども六法』『ミュージアムの女』
『死ぬんじゃねーぞ!! いじめられている君はゼッタイ悪くない』『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』
『人が集まる建築 環境×デザイン×こどもの研究』『サキャ格言集』『８２年生まれ、キム・ジヨン』などが人気でした。
2019年度DVDランキング
順位 書名
1 うまれる ～いのちの授業～ 学校教材用ＤＶＤ
2 ハイジ アルプスの物語
3 アラジン スペシャル・エディション
その街のこども 劇場版 阪神・淡路大震災１５年特別企画
ハイジ～アルプスの少女～ Heidi
ハウルの動く城 （ジブリがいっぱいCollection）
フルハウス Ｓｅａｓｏｎ１ 第１－４話
レ・ミゼラブル
夏の庭 ＨＤリマスター版

主演・原作等
出版者名
うまれるパートナーズＬＬＰ 作

回数
5
ヨハンナ・シュピリ 原作 キノフィルムズ
4
ウォルトディズニーピクチャーズ 制作
3
NHKプラネット近畿 編 ﾄランスフォーマー
3
ﾖﾊﾝﾅ･ｼｭﾋﾟﾘ 原作 紀伊國屋書店
3
ﾀﾞｲｱﾅ･ｳｨﾝ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ 原作 ブエナビスタホーム
3
ジョン・ステイモス 出演 ワーナー・ホーム・ビデオ
3
ヒュー・ジャックマン 主演 ジェネオン・ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ
3
オデッサ・エンタテインメント
相米慎二 監督
3

2020年4月8日

ニュートンが、りんご
が落ちるのを見て万有
引力を発見したのは
ケンブリッジ大学が、
ペスト（黒死病）の流
行で２年ほど休校してい
たときでした。
（『天才たちの科学史』杉晴夫著 平凡
社新書 2011より）

休校の期間、じっくり
ゆっくり
本を読んで
みませんか？

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。
ＤＶＤやＣＤも借りられます。
どんな資料があるかは、
https://ksw.shoin.ac.jp/lib/ で確認して下さい

