
『色の知識』城一夫著 青幻舎 20
10 有名な画家が使った色や、
西洋の著名人に由来する色、各国
の伝統色などを収録。青1つ取っ
ても、ピカソ・ブルー、モネ・ブ
ルー、フェルメール・ブルーなど、
全く違った色がズラリ。ファッショ
ンブランドの色名や陶磁器の名が
付いた色名も紹介されています。

『ピンクとグレー』加藤シゲアキ著 角川
文庫 2014 小学生の大貴は引っ越してき
た横浜で、同い年の真吾と出会う。高校生
になった2人は読者モデルのスカウトをきっ
かけに芸能界へ。途中から思いもかけない
方向へ話は展開していく…。NEWSのメン
バー、作家デビュー作。

『ピンクの神様』魚住直子著 講談社
文庫 2012 「なんでわかってくれな
いの？」「どうしてうまくいかない
の？」人間関係の悩みは日々尽きな
いもの。落ち着いて周りを見てみれ
ば、意外と解決はすぐそこかも？悩
める女7人の短編集。

『みんなでつくったきいろいきもち』今日マチ
子著 マガジンハウス 2011 みんなの「きいろ
いきもち」をTwitterで募集、マンガ家の今日
マチ子さんが1冊の本に仕上げました。読んだ
あと、キラキラあったかい気持ちに♪

『ブルーシート』飴屋法水
著 白水社 2014 いわきの
高校生と飴屋法水のコラボ
レーションから生まれた、
第58回岸田國士戯曲賞受
賞作品。東日本大震災を経
験した高校生が、生と死、
記憶と忘却など、生き延び
るための方策について演じ
ています。

『すみれ』青山七恵著 文
春文庫 2015 両親と3人
で暮らしている中3の藍
子。ある日家にやってき
た37才のレミちゃん。
「ふつうの人と違う」彼
女と藍子は少しずつ仲良

くなって…。

『オレンジデイズ』北川悦吏子著 角川文庫 20
06 就職活動中の櫂はある日、耳の不自由な少
女、沙絵に出会う。それぞれの友達を加えた5
人で「オレンジの会」を結成し、手話を交えて
仲良くなる。残りの大学生活を送る中で彼らに
訪れる変化とは？2004年放送のドラマをノベ
ライズ。

『きれいな色とことば』おーなり
由子(絵と文) 講談社文庫 2018
絵本作家、漫画家である著者のイ
ラスト満載のエッセイ集。プール
の水色、橙色のチャイム、すいか
色のめがね…一般的に分類されて
いる色だけではない、こころに浮
かぶ色の数々。

『人を動かす「色」の科学』松本
英恵著 サイエンス・アイ新書 20
19 戦隊モノやアイドルグルー
プの担当色、コンビニのレジ前商
品、似合うリップやネイルの色…
知らず知らず、目に入った色の影
響を受けているかも？

『心を伝える配色イメージ』日本カラーデザイン研究所 講談社 2008
みなさんは色を使いこなせていますか？気持ちを表したり、その場に合っ
た色を選べるようになると、表現の幅が広がりそう！好きな色を３色選
んで性格診断ができるページもあり、楽しみながら色の世界が学べます。

『色彩力』武川カオリ著 ピエ・ブックス 2007 「光と色」「色のしく
み」といった基本的なことから、各色の効用や配色パレットまで網羅。
実際に販売されている商品もカラーで掲載されているので、よりイメー
ジがつかめそう♪美術の制作時の参考にも！

『心と体を輝かせる16の幸せカラー』光岡さちこ著 じっぴコンパクト
新書 2009 みなさんのお気に入りの服や小物は何色ですか？普段特別
意識していなくても周りにあふれている色。この本では16色に注目して、
色が持つ意味やパワーをわかりやすく紹介！

『イタリアの色』コロナ・ブックス 平凡社 2013 太陽と美
食の国、イタリア！絵画や建築、植物など、文化が反映され
た色の数々をこの１冊に。色見本に加え、風景の写真もきれ
いなので、イタリアに興味がある人にもオススメです。

『フランスの伝統色』城一夫著 ピエ・ブックス 2008 フラ
ンスの文化が生んだ270色を紹介。ルージュ・ディオール、ベー
ジュ・シャネルのようにブランド名を冠した色、マカロンや
ローリエのように食べ物の名からついた色など、美しい色に
ぴったりの名前がたくさん！

『京の色事典330』コロナ・ブックス 平凡社 2004 紅絹、黄
櫨、縹…日本古来の色名は漢字も美しく、たくさんの種類が
あります。源氏物語に出てくる色、江戸時代の役者が用いた
色など、カテゴリー別に330色を紹介。

『グリーン・グリーン』あ
さのあつこ著 徳間文庫 20
17 翠川真緑（通称グリー
ン・グリーン）は農林高校
の新米教師。高校生たちと
一緒に、季節ごとの行事や
厳しい現実を乗り越えてい
く。まさか、学校で飼育し
ている豚ともしゃべれるよ
うになるなんて？！

色々なお話

『赤ヘル1975』重松清著 講談
社 2013 悲願の初優勝に向かっ
て勝ち進むカープ、原爆投下か
ら30年が経った広島の街の記憶。
1975年、中学生の少年たちが
経験した忘れられない1年間。

色を使う

松蔭中高図書館 2019年6月3日発行

library@shoin-jhs.ac.jp

担当：高田

色

はと時計6月号

みなさんは何色が好き

ですか？気持ちを表す

色、好きな服の色、好

きなお菓子や本の表紙

の色…。今月はたくさ

んの色を集めました。

各国の色『認定講師が教えるカラー
コーディネーター 3級
テキスト＆問題集』桜井
輝子著 成美堂出版 2011

公式テキストに対応した対策テ
キストと問題集。受験しない人で
も楽しめる1冊です。

『エリック・カール 絵本の世界』ブックグローブ社 2004 独創的な
コラージュとさわやかな色彩で、絵本界に新風を吹き込んだエリック・
カール。「はらぺこあおむし」の原画や、制作に使用した道具なども一
挙公開。

色を学ぶ

『色の名前で読み解く日本史』中
江克己著 青春新書インテリジェ
ンス 2003 萌葱色、鳶色、海松
色…日本には古来よりたくさんの
色名があります。その色にまつわ
る歴史的逸話や染材なども紹介！
最初に挙げた3色、読めますか？
どんな色か気になったら、巻頭ペー
ジの色一覧を見てみてね。



新着図書紹介
『そして、バトンは
渡された』瀬尾まいこ
著 文藝春秋 2018 2019年

本屋大賞受賞作。高校生の

今と、小学生時、本当の父

と別れたことを思い出す優

子。父親が３人いて、母親

は２人。今の父親は血がつ

ながっていないけど全く不

幸ではない･･･どころか精一

杯愛されている。優子は、

淡々と自分のおかれている

状態を理解して、自分も周

りも大切にして幸せになっ

ていくタ

イプ。ク

ラスの派

手めな女

子２人組

に嫌がら

せをされ

たときでもかなり冷静で、

「友人よりも大切なものが

ある」と悟るあたり感心し

ます。父親がたくさんいる

伊坂幸太郎のコミカルな『O

H!ファーザー』とはまた違っ

た心温まるお話です。

『手をつないだまま
さくらんぼの館で』
令丈ヒロ子著 角川書店

2018

『若おかみは小学生！』で

大人気の著書が書いたせつ

ない物語。大学生作家でそ

こそこ売れている僕はさく

らんぼの木のある家に住む

ことになっ

た。ある日、

りりなとい

う小学生が

やってきて一緒に住むこと

になる。毎日、めんどうだ

と思いながら少女の世話を

していくうちに、一緒にい

ることが幸せに感じるのだ

が、ある日、悲しい事件が

起こってしまう。

『池上彰の「天皇と
は何ですか？」』池
上彰著 PHP研究所 2018

天皇陛下が明仁陛下から徳

仁陛下に交代され、雑誌の

表示が一気に平成31年から

令和元年と変わりました。

現存する世界最古の王朝・

天皇家。皇室はお金持ちと

思うかもしれませんが、私

有財産はな

く、お金を

使うときは

国会の議決

が必要です。

天皇と皇室

の仕事内容、

そして2019年5月現在、皇位

継承権があるのは3人だけ。

今の天皇陛下のお嬢様であ

る愛子様は天皇にはなれま

せん。天皇制を続けるので

したら、法律を変えなけれ

ば難しいかも･･･？

昨年『ざんねんないきも

の』が大人気でしたが、こ

の本に載っているのはざん

ねんすぎて

絶滅してし

まった生き

物たちです。

『わけあっ
て絶滅し
ました。』
丸山貴史著

ダイヤモンド社 2018

『不思議の国のアリス』に

もでてきたドードーという

鳥ははあまりにのろまで絶

滅。パンダに食物のササを

取られて絶滅したギガント

ピテクス、傷ついた仲間を

見捨てられなくて絶滅した

ステラーカイギュウなど、

理由はさまざま。巻末には

ぎりぎり助かった動物たち

も載っています。

『買いものは投票な
んだ EARTHおじさ
んが教えてくれたこ
と』ほう絵 藤原ひろの
ぶ文 三五館シンシャ2018

日本人はシャンプーが大好

きで、ほぼ毎日。でも世界

では2日に１回か、３日に一

回が常識。そして日本人の

薄毛人口は

4千万人。

その原因の

ひとつにシャ

ンプーの強

すぎる洗浄

力があげられています。自

然の成分でできた洗剤を使っ

てみませんか？調味料、消

臭剤、生理ナプキン、天然

成分のものをつかって地球

にもあなた自身にもやさし

い生活を考えてみませんか？

『図解はじめて学ぶ
みんなの政治』アレッ
クス・フリスほか文 晶文社

2019 英米の大学教授が監

修した国際社会の一員とし

て知っておきたい教養が身

につく政治入門書。イラス

トが多く問題をわかりやす

く解説しています。きちん

と意見を伝えるコツ①相手

の人格を傷つけない②事実

に基づいた意見をいう③人

の感情にうったえる④まち

がった情報に基づく議論は

だめ⑤カッとしたりどなっ

たりしない⑥時には相手の

意 見

を 聞

き 入

れ よ

う 。

チ ラ

見 す

る だ

けでも発見があります。

国語の大橋先生に効果音

のＣＤを９枚ご寄贈いただ

きました。海や川、お化け

や太鼓や鐘の音、ドアの開

閉、野菜を

切る音、空

港の登場案

内、授業の

ざわめき、

体育の授業、

ちゃんばら、ほら貝など、

いろいろなシーンを音で演

出できますよ。

本日から五日間、筒井台

中学校の２年生が二人、ト

ライやるウィークで図書館

司書体験（職

業体験）にき

ています。わ

からないこと

があるような

ら教えてあげてくださいね。

6月6日（木）～11日（火）宗教週間
図書館では絵本ボランティア、バザー、
読み聞かせ練習を実施します。

①絵本シール貼りボランティア
長い間、戦争が続いて、子供向けの本の出版が

不足しているアジアの国へ日本の絵本にその国の
翻訳シールを貼っていくボランティアです。貼ってく
れたあなたの名前を漢字・仮名でもアルファベット
でもないその国の文字で記名します。絵本もシール
もはさみも用意しています。放課後手ぶらできてく
ださい。

②ブックバザー
図書館で所蔵できなくなった資料や生徒・教職員から供出された

資料を一冊10円以上の寄付でお分けします。
昨年の雑誌でほしいものがあった人は要チェッ
ク！自分の興味のあるテーマの本がないか、ぜ
ひ見に来て下さい。寄付先はSVAアジア子ど
も募金にアジアの恵まれない子どもたちに教
育の機会を与える役に立ちます。

③読み聞かせの練習
4年生以下の小学生に絵本を読んであげ

る練習をします。昨年は好評でした。絵本
を読み聞かせて小学生を楽しませてあげて
ください。放課後、自分の読みたい絵本を
もって図書館に来て下さい。練習すればす
るほど、上手に聞いてもらえるようになり
ますよ。

レジン作品のボランティアを募集しています。

７月13日（土）午前中、小学生が図書館にやっ
てきます。直径２センチのシルバー皿に古切手を
のせて透明な樹脂で固めてアクセサリー（ペンダ
ントヘッド）をつくります。切手の絵を選んだり泡
をつまようじでつぶしたりするのを手伝ってあげ
てください。手伝ってくれる方はカウンターまで。
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