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ドキドキするよう
な恋がしたい

サスペンスでハラ
ハラしたい

感 動映 画で 思い っ
きり泣きたい

部活やスポーツで
熱くなりたい

「5 分後に恋するラス
ト」エブリスタ編

「魔力の胎動」
東野圭吾

「わたしがいどんだ戦
い 1939 年」キンバリーブ

自然現象を見事に言い当て
る、彼女の不思議な“力”はい
ったい何なのか――。彼女に
よって、悩める人たちが救わ
れて行く……。東野圭吾が価
値観を覆した衝撃のミステリ
『ラプラスの魔女』の前日譚。

ルベイカー・ブラッドリー

「スポーツをテクノ
ロジーする」
北岡哲子

投稿作品累計 200 万作品、コ
ンテスト応募総数 25000 作
品以上から厳選された短編。友
達から恋に変わる、その瞬間―
―

読めば胸キュンの 10 作

第二次世界大戦さなかのロン
ドン。足の悪いエイダは、けん
めいに歩く練習をしていた。歩
ければ、弟といっしょに疎開で
きる！―自分らしく生きるた
めに戦う少女と、彼女をあたた
かく包む村の人たちをえがく。

品！

技術の発展によるスポーツ
用具や設備の進歩という視
点から、競技の高度化や記録
の伸び、選手の行動に及ぶ影
響を分析する。

これから、ほかにも図書館にはたくさん面白い本が入ります。楽
しみにしていてください。

翼を持つ少女 上下

山本弘

ビブリオバトルとは、本を通して
人をつなぎ、人と知識をつなぐ知
的ゲーム。ＳＦ小説が好きな１５
歳の少女・伏木空は、ＳＦに理解
のない同級生・埋火武人の誘いで
ビブリオバトル部に入部する。メ
ンバーはそれぞれ得意分野を持つ
個性派揃い。張り切って図書室で
のデビュー戦に臨む空だったが
…。

RDG デッドデータガール氷の
靴 ガラスの靴 荻原規子
宗田真響の視点で描く、ＲＤＧ「最終
巻」その後の物語。 三学期になり泉
水子の変化に気がついた真響は、
「チーム姫神」のバランスを憂慮する。
そこに急きょ開催されることになった
スケート合宿。それは宗田家の思惑
が仕組まれていた。

竜馬史

小泉吉宏

なまけ者のブタサムライ・太肥丘豚兵
衛（たぴおか・とんべえ）を狂言回しに、
「心と行動をどう結びつけるか」を探求
した一冊。

いつまでも白い羽根

柞刈湯葉

日本は自己増殖する＜横浜駅＞に
支配されていた。脳に埋め込んだ
Ｓｕｉｋａで管理されるエキナカ
社会。その外で廃棄物を頼りに暮
らすヒロトは、エキナカを追放さ
れたある男から人類の未来を担う
“使命”を課され……

一〇五度

佐藤まどか

カレーの教科書

藤岡陽子

大学受験失敗と家庭の事情で不本意な
がら看護学校へ進学した木崎瑠美。毎
日を憂鬱に過ごす彼女だが、不器用だ
けど心優しい千夏との出会いや厳しい
看護実習、そして医学生の拓海への淡
い恋心など、積み重なっていく経験を頑
なな心を少しずつ変えていく…。

都内の中高一貫校に、編入した真は
中学３年生。スラックスをはいた女子
梨々と出会い、極秘で「全国学生チェ
アデザインコンペ」に挑戦することに
…！中学生としては前代未聞の、この
勝負の行方は？椅子デザイナーをめ
ざす少年の、熱い夏の物語。

メディチ家の紋章 上下
テリーザ・ブレスリン
盗賊の頭領サンディーノに追われる少
年、マッテオは、溺れかけていたところ
をレオナルド・ダ・ヴィンチに助けられ、
のちに工房の一員として迎え入れられ
る。少年は、この巨匠が仕事のときに
はいつもかたわらにいることになった。
マッテオが握っているあるもののため
ダ・ヴィンチとその一行には、絶えず殺
人と陰謀、復讐がついてまわる。

石倉ヒロユキ

カレーの歴史、昔と今の調理法、イン
ドの食べ方、スパイスとハーブの特
徴、カレーの色のひみつ、レトルトカレ
ーの工場見学…。この本は、カレーに
まつわるさまざまなことがらについて
学べる“教科書”です。

磯田道史

明るくて合理的、自由で行動的。貿易
を行い、戦争もする「海軍」として、亀
山社中を創設し、薩長同盟を実現さ
せた坂本龍馬は土佐藩で、どのよう
に育まれたのか？どんな世界を見て
いたのか？誰に暗殺されたのか？龍
馬をめぐる数々の謎に歴史家の磯田
道史が挑んだ。龍馬を知れば、幕末
が見えてくる。

ブヒ道

横浜駅ＳＦ

コウノドリ命がうまれる現場から

僕がロボットをつくる理由
石黒浩
ロボットをつくり続ける「僕」が追究する
「人間らしい生き方」とは？マツコ・デラッ
クス、桂米朝、夏目漱石、黒柳徹子など
のアンドロイドを次々と生み出している
僕＝石黒浩が、自身の経験や日々の過
ごし方を交えて語る６つのテーマから、
あなたの未来が見えてくる。

鈴ノ木ゆう

コウノドリ』の舞台、聖ペルソナ総合医
療センターで、人が生まれてくるという
“奇跡”を目の当たりにしてみません
か。命が誕生するまでに母胎では何が
起きているのか、産科医は、助産師
は、どうやって命と向き合っているのか
―。

深海魚のレシピ 釣って、拾って、
食ってみた 平坂寛
深海魚はテレビの画面か図鑑でしか眺め
ることができないもの、手が届かないもの
と思い込んでいないか？ましてや、食べる
なんて無理無理。そんなことはない。道具
を用意し場所を選べば、深海魚を釣ること
も可能だ。また、スーパーで普通に売ら
れ、すでに貴方も食べている！

泉中学校図書館だより
２０１８年 6 月６日発行
泉中学校図書館

うっとうしい梅雨の季節です。雨の日は涼しい図書館で本を読みましょう。
お待ちかねの新しい本も、もうすぐ図書館に入ります。みなさんからのリクエストの本
もあります。リクエストの貸出は図書館でいち早く手にした人順になりますが、図書館へ
毎日足を運べば、読みたい本をゲットできます。
（うらのページにいくつか新しい本を紹介
しています。
）
５月に図書館アンケートを実施しました。その結果で
す。アンケートは、今後の図書購入に皆さんの希望を反
映させていきます。

泉中のみんなが読みたい分野の本
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「どんな本を読んだらいいのかわからない」というひとに、この心理テストで自分に合った本を、新しく入る本から見つけてみよ
う。今までにない意外な発見があるかもしれませんよ。さあ、あなたはどのタイプ？
スタート

どっちの線が好き？
ａ.
ｂ.

ａ
ｂ

休日に誘われたら、
どっちに行きたい？
ａ.ＢＢＱとキャンプ
ｂ.ミュージカル

男の子が女の子にプレ
ゼントを渡していま
す。どっち？
ａ.花束
ｂ.ケーキ

寝るときは、必ず部屋を
真っ暗にする。
ａ.はい
ｂ.いいえ

Ａタイプ

部屋に絵を飾るとし
たら、どっちがいい？
ａ.人物画
ｂ.風景画

Ｂタイプ

真夜中にサイレンが鳴り
だしたので、起きてしま
った。どうする？
ａ.外に出て様子を見る
ｂ.そのまま、また寝る

高層マンションに住むな
ら、どっちの階がいい？
ａ.最上階の 50 階
ｂ.20 階以下

いやなことがあった時の
ストレス解消法は、どっ
ちがいい？
ａ.美味しい物を食べる
ｂ.思いっきり騒ぐ

うらのページ
を見よう！

今マラソンでトップ争い
をしている２人。どっち
が勝つと思う？
ａ.今トップのひと
ｂ.今２番手のひと

一週間に一度動物に変身
するなら、どっちがい
い？
ａ.コアラ
ｂ.ライオン

Ｃタイプ

Ｄタイプ

