
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

書　　名 著者名 出版社 内容

911 オ （ゆまに書房）　名詩セレクション。

913 イ アキラとあきら　上・下 池井戸　潤 集英社文庫
小さな町工場の息子・瑛と海運会社の御曹司・彬。同じ銀行
に就職した二人のアキラの戦い。

913 オ 丕緒の鳥　(十二国記　5） 小野　不由美 新潮文庫 異世界ファンタジーシリーズの短編集

913 キ 君色パレット　ちょっと気になるあの人 戸森　しるこほか 岩崎書店
いつもと何か違う家族、おしゃれなあの子などを
描いた、4つのショートストーリー

913 キ 君色パレット　いつも側にいるあの人 高田　由紀子ほか 岩崎書店
近所の同級生、昔からの幼馴染などを描いた
4つのショートストーリー

913 キ 君色パレット　SNSで繋がるあの人 如月　かずさほか 岩崎書店
多様性をテーマに「SNSで繋がる人」を描いた
4つのショートストーリー

913 ク あの子のことは、なにも知らない 栗沢　まり ポプラ社
中学卒業まで2週間。委員長の美咲は祝賀会の準備で頭が
いっぱいだったが、同級生それぞれの事情を知ることで…。

913 ツ 小説映画ドラえもんのび太の月面探査記
映画脚本を担当した辻村深月が完全小説化。スピンオフ短編
「ルカの地球探査記」も収録。

913 シ 小説すずめの戸締まり 新海　誠 角川文庫
過去と現在と未来を繋ぐ“戸締まり”の物語。2022年公開映画
の監督による原作小説。

913 ツ ツナグ　想い人の心得 辻村　深月 新潮文庫
死者との面会をかなえる使者を受け継いで７年目の歩美。切
実な思いに応えるなかで、ある迷いを抱くようになる。

913 ト 7．5グラムの奇跡 砥上　裕將 講談社
眼科医院で働く新人視能訓練士・恭一。日々、患者と向き合
いながら、「見える」ことの大切さを実感し、学んでいく。

913 ハ Mガールズ 濱野　京子 静山社
20XX年、新型ウイルスに振り回される世界で、オンラインでダ
ンスユニットを結成した少女たち…。近未来小説

913 ニ いらっしゃいませ下町和菓子栗丸堂　1～４ 似鳥　航一 メディアワークス文庫 『お待ちしてます下町和菓子栗丸堂』の続編シリーズ　　　　　　　　　　　

913 マ 保健室経由、かねやま本館。5 松素　めぐり 講談社 中学生専門の心に効く湯治場・かねやま本館。

913 ヤ 花屋さんが言うことには 山本　幸久 ポプラ社
ブラック企業を退職し、花屋で働いている紀久子。
いろいろな想いが詰まったお花を届けているうちに…

929 ウ 5番レーン ウン　ソホル 鈴木出版　
小6の女子カン・ナルは水泳部のエースだが、
最近は負け続きで…。　韓国の児童文学。

933 デ ぼくたちのスープ運動
小さな思いやりが世界を変える！

ベン・デイヴィス 評論社
ジョーダンが、ママが持たせてくれた温かいスープをホームレス
の人にあげたことから広がっていった「スープ運動」。

藤子・F・不二雄原作，

辻村　深月　　小学館文
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赤や黄色に染まった樹々から枯れ葉が舞う季節と

なってきました。期末考査も終わったので、読書を

ゆっくり楽しむ時間が取れるといいですね。 

＊新しい本のコーナーに展示しています。貸出中の本は予約ができます。 新着図書リスト  ９類：文学  

 
中学校司書からのおすすめ本リスト「ほんとのであい」に掲載するイラストに、

今年もたくさんの素敵な作品が応募されました。四中生からの応募作品をこの
図書館だよりで数点ずつ紹介していきます。ありがとうございました。 

「ほんとのであい」リストは、ホームページに

掲載されています。中学生におすすめの本が 23

冊紹介されているので、ぜひ読んでください。 

印刷したリストも図書室に置いてあります。 

２年 空想のみじんこ（ペンネーム） ２年 スイートポテト（ペンネーム） ２年 桜桃（ペンネーム） 

 

冬休み用特別貸出の予告です。 
期 間 ：１２月８日（木）～２２日（木） 
貸出冊数：８冊まで （クローバーカードなどを 

獲得している人は１０冊まで） 

返却期限：１月１３日（金） 
 



 

 
　 書　名 著者名 出版社 内容

031 54字の物語Q
意味がわかるとスッキリする超短編クイズ

氏田　雄介編著 PHP研究所
1話が54字ぴったりで終わる超短編小説を
使った穴埋めクイズ80問

104 言葉を生きる　　（ちくまQブックス） 池田　晶子 筑摩書房 言葉はどうして伝わるんだろう！

141 12歳から始めるあがらない技術 鳥谷　朝代 秀和システム おどろくほど簡単にあがらなくなる、魔法のような技術　　　　　　　　　　　

210 「ヒロシマ消えたかぞく」のあしあと 指田　和 ポプラ社
平和記念資料館で出会った家族写真から、鈴木六郎さん一家の取材
を続けてきた著者が、一家のあしあとと戦争、原爆について綴る。

304 これから大人になる君たちへ
学校では教えてくれない未来を生き抜くヒント

池上　彰監修 KADOKAWA
お金、働き方、幸福、犯罪、SDGs…勉強よりも大切な、世の
中のしくみとルール。

369 合同出版 耳の不自由な人のくらしや、ともに生きるために必要なことを紹介

371
学校に行きたくない君へ
大先輩たちが語る生き方のヒント。　続

全国不登校新聞社編 ポプラ社
不登校の若者たちが谷川俊太郎・ヨシタケシンスケなど17名
に取材したインタビュー集

371 マンガで読む学校に行きたくない君へ
不登校・いじめを経験した先輩たちが語る生き方のヒント

棚園　正一 ポプラ社
不登校・いじめを経験した先輩たちが語る生き方のヒントを、マ
ンガで描く。

372 僕らが学校に行く理由　ワイド版 渋谷　敦志写真・文 ポプラ社　
世界各国の子どもたちにレンズを向けてきた写真家が、紛争、貧困、災
害などに負けずに学ぼうとする子どもたちを追ったルポ。

404 空想科学読本　1 柳田　理科雄 KADOKAWA
マンガ・アニメ・特撮の「なぜ⁉」を、科学的に解明する。1996
年から刊行されたベストセラーの新シリーズ。

410 ずかん数字　　（見ながら学習調べてなっとく） 清水　洋美 技術評論社 古代からの様々な数字を集め、楽しいイラストで紹介

475 ずかん　こけ　　　　　　　（　〃　　） 木口　博史 古木　達郎 技術評論社 こけが生える場所、分布、大きさ、レア度、学名などを掲載

465 ずかんはたらく微生物　 （　〃　　） 中島　春紫 技術評論社 人間にとって役立つ、肉眼では見えない微生物を紹介

445 火星は… スザンヌ・スレード あすなろ書房
地球のとなりにある赤い星「火星」を火星探査ロケットが撮影し
た、迫力の写真絵本。

470 自然散策が楽しくなる！花図鑑 山田　隆彦 池田書店 散歩で出合う季節ごとの花の写真、特徴や魅力などを紹介。

480 その道のプロに聞く生きもののワォ！
　知ってそうで知らない豆知識

松橋　利光 大和書房
動物園・水族館の飼育員、ペットショップ店員などが
生きもののフシギな生態を紹介する。

482
世界の変な生き物探訪記
　見たことのないものをつかまえたい！

平坂　寛 偕成社
生き物を調べて、つかまえて、食べる！　世界を
駆けめぐる珍獣ハンターの「生き物の研究」

482
みんなが知りたい！日本の「絶滅危惧」動物が
わかる本　増補改訂版

今泉　忠明監修
メイツユニバー
サルコンテンツ

ツシマヤマネコ、コウノトリ、オオサンショウウオ
など希少でおもしろい生きもの66種のくらし

488 子どもと一緒に覚えたい野鳥の名前 マイルスタッフ 身近な野鳥をかわいいイラストや写真で紹介

504 未来をつくる仕事図鑑　1・２ 学研プラス 乗りもの・ロボット・医療・防災など、楽しい世界・安心できる未来をつくる仕事

518 日本全国ゴミ清掃員とゴミのちょっといい話 滝沢　秀一 主婦の友社 日本全国、各自治体のゴミへの取り組み

596 世界の郷土料理事典 青木　ゆり子 誠文堂新光社 材料・作り方、国際儀礼や宗教の食規定など

596 お菓子はすごい！ パティシエが先生！ 柴田書店 カラー写真で手順がわかりやすいお菓子レシピ

596 料理はすごい！　シェフが先生！ 柴田書店 大人が食べてもおいしい53品のレシピ

609 メートルくんとキログラムくんと単位の仲間たち うえたに夫婦 大和書房
生活の中で当たり前のようにある単位。
発明されるまでの科学者の格闘をマンガで描く。

721 ほるぷ出版 天才絵師たちの伝記と代表作を、イラストを交えて解説。

726 完全解説和装キャラクターの描き方 ユニバーサル・パブリシング 誠文堂新光社 着物の構造から基本の動作、刀剣アクションポーズまで

750 もっと知りたいアイヌの美術 山崎　幸治 東京美術 アイヌ民族の歴史や、制作・使用された品々を紹介。

751 もっと知りたいやきもの 柏木　麻里 東京美術 縄文土器から昭和の陶芸作品まで、やきものの魅力を紹介

780
中高生のスポーツハローワーク
　スポーツを仕事にしたい君へ

学研プラス
競技者としてでなく、理学療法士、通訳などスポーツに関わる
70以上の職種と、15人の先輩のインタビューを紹介。

811
漢字が日本語になるまで
　音読み・訓読みはなぜ生まれたのか？

円満字　二郎 筑摩書房
音読み・訓読みから、同音異義語、二字熟語まで、漢字と日
本語の歴史にせまる。

816 文章がフツーにうまくなるとっておきのことば術 文章を書くときに役立つことばの選び方や使い方のコツ

伝統の美がひかる！江戸時代の天才絵師
　伊藤若冲，　歌川広重，　尾形光琳，　葛飾北斎

　　　　０：総記　　１：哲学・思想・心理　　２：歴史　　３：社会科学

　　　　４：自然科学

　　　　５：技術・工学・家庭　　６：産業　　７：芸術・スポーツ　　８：言語

ビジュアルブック∞障害のある人とともに生きる　　2　耳の不自由な人をよく知る本
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