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校長 斉藤 直之

図書整理員 保坂 千恵子

「昔話法廷 Season ５」

原作：森下 佳子

法律監修：イマセン

昔話の「桃太郎」を、知っていますか？

桃から生まれて、犬・キジ・猿と一緒に鬼ヶ島に鬼退治に行き、

鬼の財宝を村に持って帰ってきた、あの「桃太郎」です。

その「桃太郎」を被告人として、今、裁判が開かれようとしています。

鬼退治と称して、鬼ヶ島に上陸。そこに住んでいた鬼を襲撃し、財産

を奪った桃太郎を死刑にするか、しないか。。。

一つの物事を別の角度から見ると、まるっきり違うように見えてきま

す。

あなたが裁判員ならどうしますか！？

『保健室経由、かねやま本館。』

著者：松素 めぐり

かねやま本館の４巻目のお話です。

色んなことに疲れている中学生だけが行ける、かねやま本館という

温泉。

なんと保健室の中に、必要な子にだけ出入口が現れる。

温泉利用の有効期限は、３０日。１日１回、５０分。

規則は、紫色の暖簾は、けっしてのぞいてはならない。

かねやま本館の話を、元の世界でしてはならない。こと。

手ぬぐいを持って温泉につかると、ちょっと不思議なことが。。。

小夜子さんの美味しいおにぎりと、いつも元気なキヨさんに癒され

に今日も日本全国の保健室から、中学生がやってきます。

あなたが入るお風呂は、何色かな？

～新着図書紹介編～

体育祭、お疲れ様でした。シルバーウイークの連休で、疲れは、ちゃんと取れましたか。

秋分の日も過ぎ、これから少しずつ日が短くなって行きますね。よく言われる、「秋の夜長」です。行

事が満載の２学期ですが、たまにはのんびりと読書なんかどうですか？

夏休み中に、２４０冊の図書が、到着しました。

裏面に、一覧があります。

気になった本があったら、借りに来てくださいね。

☆返却のお願い☆

9/1までの返却期限の本が、まだ

４５冊（9/27時点）

返却されていません。

返却BOXに入れてくれても良いので、

早めの返却をお願いします。

図書室から。。。ちょっと嬉しくなった出来事。

先日、返却された本に、

『本を持ち運び中に、カバーをやぶいてしまいました。

本当にすみません。 ⇓ 』
というmemoが付いていました。

（矢印は、ちょっと破れてしまった帯をさしていました。）

借りた本への責任と大切に思う気持ち、

そして、気遣いの心、嬉しかったです。



【０００番 総 記】

ギネス世界記録 ２０２２

はじめてのスプリンギンプログラムを学んでゲームをつくろう

【１００番 哲学】

セルフケアの道具箱

ストレスと上手につきあう１００のワーク

わくわく！たのしいまいにちのつくりかた

こころってふしぎ

【２００番 歴史】

いまこそ知りたい！沖縄が歩んだ道

渋沢栄一人物としごと

新・世界の国々

中学校の地理が１冊でしっかりわかる本 伝統美がひかる！

江戸時代の天才絵師

【３００番 社会科学】

１８歳までに知っておきたい法のはなし

SDGｓで見る現代の戦争 知って調べて考える

ＷＥ ＨＡＶＥ Ａ ＤＲＥＡＭ

201 countries 201 dreams with sustainable 

development goals

あふれでたのはやさしさだった 奈良少年刑務所絵本と詩の教室

池上彰が解説したい！国民・移民・難民

キャッシュレスの時代がやってきた！今、身につけたい「お金」のこと

古典がおいしい！平安時代のスイーツ

こども手に職図鑑

AIに取って代わられない仕事１００

世界がぐっと近くなるSDGｓとボクらをつなぐ本

中学校の公民が１冊でしっかりわかる本

つくって役立つ！防災工作 水・電気・ガスが使えないくらしを考える

謎のアジア納豆 そして帰ってきた〈日本納豆〉

はじまりはひとつのアイデアから

ぼくのなかにおこりんぼうがいます

やさしい英語でSDGｓ！地球の課題(Global Issues)を英語で学び、

未来を語ろう! 

【４００番 自然科学】

おいしい！ふしぎ！理科実験スイーツ

学校のまわりの植物ずかん 葉の形でさがせるみぢかな木

固有種が教えてくれること 日本に固有種が多いわけ

生きものの“同定”でつまずく理由を考えてみる

そうだったのか！身近なもののはかり方図鑑 ビジュアル解説！

中学校３年間の理科が１冊でしっかりわかる本

ながれぼし

ペットボトルで育てよう

まるで魔法のような本当の話

見つけよう！草花のちえ

【５００番 技 術】

SDGｓでかんがえよう 地球のごみ問題

調べよう ごみと資源

バットで冷やすだけさわやかなデザート

目で見るSDGｓ時代に知っておきたいこと

もしもトイレがなかったら

リサイクルでかんたん！エコ手芸

【６００番 農業・林業・交通など】

科学がひらくスマート農業・漁業

櫻井寛さんの全国私鉄路線と車両大図鑑

－電車で行こう！ ー

【７００番 芸 術】

完全版 あさきゆめみし １～１０

朝日新聞報道写真集 ２０２１年１月～１２月

写真で見るオリンピック大百科 ７

写真で見る東京２０２０オリンピック・パラリンピック

修学旅行が楽しくなるー仏像 ここ見て調査隊

図鑑世界の作曲家 中世から現代まで

世界で一番美しい名画の解剖図鑑

ちはやふる

チャレンジミッケ！へんてこりんなおみせ １１

【８００番 言 語】

写真で読み解く故事成語大辞典

【９００番 文 学】

３分間サバイバル ーつかみとれ！最高の結末ー

３分間サバイバル ー生還せよ！自然災害の脅威ー

３分間サバイバル ー未来を変えろ！天才の発想ー

３分間ミステリー －闇の中の真実ー

３分間ミステリー －ねじれた世界ー

５分後に意外な結末ex 琥珀にとじこめられた未来

５分後に妖しい異世界のラスト

５分後に涙腺崩壊のラスト

５分後に衝撃のどんでん返し

５分後に犯人に迫るラスト

N

Q部あるはCUBEの展開

Re:ゼロから始める異世界生活 ２３ ～ ２６

天久鷹雄の事件カルテ － 甦る殺人者ー

天久鷹雄の事件カルテ － 火焔の凶器 ー

天久鷹雄の事件カルテ － 魔弾の射手ー

天久鷹雄の事件カルテ － 幻影の手術室ー

赤と青のエスキース

アトリと五人の王

あずかりやさん ４ 、５

あやかしの保健室 １－３ 、 １－４

雨上がり、君が映す空はきっと美しい

明日の世界が君に優しくありますように

あなたの本 －とりこまれる怪談ー

英語でよみとく百人一首大図鑑

お天気屋と封印屋（児童書）

桜風堂ものがたり

桜風堂夢 ものがたり

怪談収集家 山岸良介の最後の挨拶

学研まんが 日本の古典 第１期

学研まんが 日本の古典 第２期 百人一首

鬼滅の刃 ５ ， ６

君はきっとまだ知らない

きみのことがだいすき

変身

坊っちゃん

みだれ髪

保健室経由、かねやま本館。 ４

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 １７

クレイジー・フォー・ラビット

原稿用紙１枚の物語 ２０行で「ぴん！」と来る

この素晴らしい世界に祝福を！ １６ ， １７

コンビニ兄弟 １ ， ２

ごきげんな毎日

吾輩は猫である

ロビンソン・クルーソー

パート・オブ・ワールド <もしも>の世界 上・下

ホール・ニュー・ワールド <もしも>の世界 上・下

まだ見ぬ春も、君のとなりで笑っていたい

君色パレット 多様性をみつめるショートストーリー

ラストで君は「まさか！」と言う

素敵なカン違い ・ 君との約束

神さまのいたずら ・ 嫌われものの真実

切なすぎるキュン ・ 夏の物語

秋の物語 ・ 見えない秘密

放課後ミステリー－・ １２歳の物語

ラストフレンズ －わたしたちの最後の１３日間ー

りりかさんのぬいぐるみ診療所 空色のルリエル

ルーミーとオリーブの特別な１０か月

わたしたちの物語のつづき

スガリさんの感想文は絶え間ない嵐の中 ４ ， ５

昔はおれと同い年だった田中さんとの友情

虫ガール

ほんとうにあったおはなし

昔話法廷 ５

名探偵コナン 黒ずくめの組織セレクション

名探偵コナン ハロウィンの花嫁

名探偵コナン 警察セレクション

たくさんのお月さま

ユタとふしぎな仲間たち

雪国

小説弱虫ペダル ７ ， ８

よんんひゃくまんさいのびわこさん

夜のピクニック

陽気なギャングが地球を回す

最高に泣けるピュアストーリー

しろ

心霊探偵八雲 １１ －魂の代償ー

潮騒

しゃべれどもしゃべれども

斜陽

赤光

劇場版呪術廻戦０

十年屋 ６ －見習いのお時間ですー

スモールワールズ


