平成３０年度 第６号〔１１月３０日〕
港区立高松中学校 学校図書館だより
ＲＡＳ 和田祐見子
こんにちは！ＲＡＳ（リーディング・アドバイザリー・スタッフ）の和田です。
期末試験おつかれさまでした。結果はいかがでしたか？
わたしは、みんなが試験で頑張っている間にお休みをもらって、健康診断へ行ってきました。
ダイエットを少し意識していたこともあって、体重と体脂肪率は去年より減っていました。
やったね！と思ったのですが…。お腹周りが、なんと！３cmも増えていました。がーん。
やっぱり健診前１週間のダイエットじゃだめですね。来年は２週間にしまーす。
↑健診の値だけごまかしても意味がないことに気づけ、ワダ。

半月ほど前から、「こたつはまだですか」「いつ出ま
すか」と催促の声がありました。
お待たせしました。「期末が終わる頃ね」の約束通り
今週の初めにこたつを出しました。
昼休みには争奪戦となっています。
今年の特徴は、男子、女子、学年に関係なく、仲良
く利用してくれている点です。
見ていてほっこりします。
放課後には、こたつで勉強する姿も。

『 スマホゲーム依存症 』

スマホゲームをやめたいのにやめられない人に向けて、日本
におけるネット依存治療の第一人者の医師が、国内外の最新
の研究・治療例をもとに、新たな国民病「スマホゲーム依存症」
からの離脱法をやさしく解説する。
◇どこでも手軽にプレーできて、クリアという概念のないスマ
ホゲームには、大きな依存リスクがあります。「ガチャ」の刺
激が脳内に引き起こす反応はギャンブル依存に似ていて、脳が
委縮していくという研究結果も。陥らないようにしよう。

『 カレーライスを一から作る 』

また、生徒会週間に合わせて、貸出可能上限を５冊にします。
返却期限の２週間後はもう冬休みに近いので、終業式の日までずっと５冊です。

前田 亜紀 【６１０ カ】

みんなが、あたりまえのように食べているカレーライス。その
材料である野菜、スパイス、お肉、お米、塩から、器やスプー
ンまで、すべてを「一」から作った、武蔵野美術大学「関野ゼミ」
の９か月間の記録。
◇カレーライスを作ろう！まずは、野菜の種をまくところから。
グレートジャーニーの関野吉晴さんが大学生と取り組んだプロ
ジェクト。後半の、大学生が屠畜(とちく)に向き合う場面に、
中学生のみんなはどう感じるでしょうか。
わたしは「１から作る」ことと「0から作る」ことの違いに
得心しました。

『 クリスマス・プレゼント 』 ジェフリー・ディーヴァー
生徒会週間を前に、図書委員がアンケートをとって 「高松中生が好きな本のジャンル」 を
調べていましたね。
みなさん、回答のご協力ありがとうございました。
１２月３日(月)からの生徒会週間には、特集コーナーで結果を発表するそうです。
１位は１年生、２位は２年生、３位は３年生が担当して、各ジャンルの
お薦め本も展示される予定です。ぜひ見にきてください。

樋口 進 【４９３ イ】

【Ｂ ９３３ ディ】

スーパーモデルが選んだ究極のストーカー撃退法、オタク少年の逆襲
譚、未亡人と詐欺師の騙しあい、釣り好きエリートの秘密の釣果など、
ディーヴァー度が凝縮されたミステリ短編１６作品。
◇全ての話に用意されているひねりのある結末。『５分後』シリーズば
かり読んでいる人には、このくらいの長さの短編にも挑戦してほしいな。
『ボーン・コレクター』で有名な車椅子探偵リンカーン・ライムの話も
載っています。

しばらく新着図書の棚に展示した後、請求記号にしたがって配架します。
請求記号は利便性を考えて変わることもあります。
請求記号

タイトル ／巻次

著者・編者

請求記号

タイトル ／巻次

著者・編者

請求記号

タイトル ／巻次

著者・編者

007 ｱ 暗号の大研究

伊藤 正史

538

ﾋ 眠れなくなるほど面白い図解飛行機の話 中村 寛治

913 ｽｽﾞ １４歳、明日の時間割

鈴木 るりか

007 ｼﾞ 人工知能のきほん

ニュートンプレス

548

ｺ コンピュータ、どうやってつくったんですか？ 川添 愛

913 ﾆｼ ぼくたちのＰ

にしがき ようこ

007 ｼﾞ 人工知能の核心

羽生 善治

588 ﾁ イチからつくるチョコレート

ＡＰＬＡ

913 ﾈｶﾞ ねがいごと

田丸 雅智

022 ﾌﾞ ブックデザイナー

スタジオ２４８

589 ｹﾞ 任天堂コンプリートガイド

山崎 功

913 ﾋｶﾞ 沈黙のパレード 探偵ガリレオ９

東野 圭吾

140 ｼ ハッピーになれる心理ゲーム

森 冬生

589 ｹﾞ 日本を変えた１０大ゲーム機

多根 清史

913 ﾌﾞﾘ ＢＬＥＡＣＨ 劇場版

久保 帯人

280 ｼ 失敗図鑑

ｍｕｇｎｙ

609

単位と記号パーフェクトガイド編集チーム

913 ﾎﾝ ほんとはずっと好きだった

たちまちクライマックス委員会

290 ﾄﾞ ＤＯＯＲ／アジア

地図情報センター

610 ｶ カレーライスを一から作る

前田 亜紀

913 ﾏﾂ パスワードとホームズ４世ｎｅｗ／正・続 松原 秀行

290 ﾄﾞ ＤＯＯＲ／ヨーロッパ

地図情報センター

645 ｲ 犬がくれた「ありがとう」の涙

篠原 淳美

913 ﾏﾊ 疾風の女子マネ！

まはら 三桃

290 ﾄﾞ ＤＯＯＲ／アフリカ

地図情報センター

653 ｼﾞ 樹皮と冬芽

鈴木 庸夫

913 ﾐﾔ スマイル・ムーンの夜に

宮下 恵茉

291 ｼ 日本の島じま大研究

稲葉 茂勝

687 ﾀﾞ 飛行機ダイヤのしくみ

杉江 弘

913 ﾑｶ 昔話法廷／３

ＮＨＫ Ｅテレ「昔話法廷」制作班

726 ｶ 名作マンガの間取り

影山 明仁

913 ﾖｼ 南西の風やや強く

吉野 万理子

913 ﾗｽ ラストで君は「まさか！」と言う

ＰＨＰ研究所

日本の島と領海・ＥＥＺ

ﾀ 単位と記号パーフェクトガイド

312 ﾁ 図解でよくわかる地政学のきほん

荒巻 豊志

755 ｼﾞ ジュエリーデザイナー

スタジオ２４８

329

河東 哲夫

761 ｶﾞ マンガでわかる楽譜入門

小林 一夫

374 ｼ はじめての集団宿泊体験活動／１－３

国立青少年教育振興機構

778

ＣＧＷＯＲＬＤ

375 ｶﾞ イラストで学ぶスタディスキル図鑑

キャロル・ヴォーダマン

778 ﾋﾟ ＰＩＸＡＲぴあ

ぴあ

387 ｴ 縁起物

『現代用語の基礎知識』編集部

783 ﾊﾞｽ Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ完全ガイド

コスミック出版

913 ｱｲ 三題噺示現流幽霊

愛川 晶

B 913 ｶﾏ 新約とある魔術の禁書目録／１８－２０ 鎌池 和馬

404

ﾀ よくわかる大使館

ﾘ 理科好きな子に育つふしぎのお話３６５ 自然史学会連合

ｺ ＣＧ＆映像しくみ事典

たったひとつの嘘
913 ﾗｽ ラストで君は「まさか！」と言う

ＰＨＰ研究所

悪魔のささやき
933 ﾍﾞﾚ ルイスと不思議の時計

ジョン・ベレアーズ

407 ｵ １３歳からの研究倫理

大橋 淳史

913 ｱｵ さくらいろの季節

蒼沼 洋人

B 913 ｼｶﾞ スマホを落としただけなのに

志駕 晃

410 ﾃ 天才の栄光と挫折

藤原 正彦

913 ｲｼ わたしが少女型ロボットだったころ

石川 宏千花

B 913 ｼｶﾞ スマホを落としただけなのに

志駕 晃

410 ﾗ ラマヌジャン探検

黒川 信重

913 ｲｼ 少年Ｎの長い長い旅／４－５

石川 宏千花

421 ｼﾞ 時間とは何か

ニュートンプレス

913 ｲﾄ 車夫／３

いとう みく

421

ニュートンプレス

913 ｶﾅ 映画暗殺教室

松井 優征

454 ﾁ 年代で見る日本の地質と地形

高木 秀雄

913 ｶﾅ 映画暗殺教室 卒業編

松井 優征

B 913 ﾏﾂ 探偵の鑑定／１－２

松岡 圭祐

480 ｽ 一度は行きたい全国の水族館

昭文社

913 ｷｻ 給食アンサンブル

如月 かずさ

B 913 ﾏﾂ 万能鑑定士Ｑの最終巻

松岡 圭祐

482 ﾆ 日本人と動物の歴史／家畜

小宮 輝之

913 ｺﾃﾞ ある晴れた夏の朝

小手鞠 るい

B 913 ﾐｶ ビブリア古書堂の事件手帖

三上 延

486 ﾊﾞ バッタを倒しにアフリカへ

前野ウルド浩太郎

913 ｺﾞﾌ ５分後に恋の結末

橘 つばさ

491 ｹ 人とどうぶつの血液型

近江 俊徳

493 ｲ スマホゲーム依存症

樋口 進

499 ﾄﾞ よくわかる薬物依存

阿部 和穂

515 ﾊ 橋の構造と建設がわかる本

藤野 陽三

913 ｺﾞﾌ 「悩み部」の平和と、その限界。

麻希 一樹

523

大塚 菜生

913 ｺﾞﾌ ５億年後に意外な結末

菅原 そうた

ﾘ １３歳からの量子論のきほん

ﾄ 東京駅をつくった男

解けない謎と放課後の密談
913 ｺﾞﾌ ５分後に恋の結末

橘 つばさ

友情と恋愛を両立させる３つのルール

囚われの殺人鬼
B 913 ｼｸﾞ ソードアート・オンラインオルタナティブ

時雨沢 恵一

ガンゲイル・オンライン／１－５，７，８

扉子と不思議な客人たち
B 913 ﾖｼ 天使がくれた時間

吉月 生

B 933 ﾃﾞｨ クリスマス・プレゼント

ジェフリー・ディーヴァー

B 943 ﾚﾏ 西部戦線異状なし

レマルク

『ガンゲイルオンライン』の６巻は、書店品切れのため
しばらく先にならないと入りません。待たせてごめんね。

