
書名 著者 出版社

902 ハ はじめて読む！海外文学ブックガイド
　人気翻訳家が勧める、世界が広がる48冊

河出書房新社
ホラー、ミステリー、古典、学園…。18名の人気翻訳家が、おすすめの作

品を紹介。読みたくなる本がいっぱい！

910 チ 作家たちの17歳 千葉　俊二
岩波ジュニア

新書

太宰治、宮沢賢治、樋口一葉などの作家の10代のころを、日記や創作の

言葉などをもとに明らかにする。

910 イ 石井桃子　児童文学の発展に貢献した文学者
『クマのプーさん』『うさこちゃん』など、たくさんのお話を翻訳して日本の子

どもたちに紹介した、石井桃子の人生

910 カ 森鴎外　（よみがえる天才） 海堂　尊 ちくまプリマー新書　 軍医・作家など、多くの分野で質の高い仕事をこなした天才の生涯

911 コ 短歌部、ただいま部員募集中！
小島　なお

千葉　聡

岩波ジュニアス

タートブックス
とっておきの短歌と、短歌の作り方を、2人の歌人が紹介

911 サ クイズで学ぼう季語の世界　子どもの教養 齋藤　孝 NHK出版 季語にまつわるクイズと解説、その季語の俳句を紹介

911 ス ちはやふる百人一首勉強ノート 末次　由紀 講談社
漫画『ちはやふる』を描くために書いた秘蔵ノート。

作者直筆のメモとイラストで名歌が紹介されている。

913 ア 残心　凛の弦音 我孫子　武丸 光文社
真剣に弓道に打ち込む女子高校生・凛。

師匠が亡くなってから弓を射ることができなくなり…。

913 ア よろず占い処陰陽屋桜舞う 天野　頌子
ポプラ文庫ピュ

アフル

陰陽屋店主・祥明と、バイトで実はキツネの瞬太。

シリーズ完結編。

913 ウ
香君　上　西から来た少女
　　　　　下　遥かな道

上橋　菜穂子 文藝春秋
特別な嗅覚を持ち、香りからすべてを知ることができる少女アイシャ。「オア

レ稲」を襲った虫害と闘い秘められた謎と向き合い…。

913 オ 奇跡集 小野寺　史宜 集英社
ある朝の満員の快速電車。同じ車両に乗り合わせた、見知らぬ人々が起

こす小さな奇跡を描く連作短編小説

913 カ 18枚のポートレイト　 柏葉　幸子 理論社 不思議な出会い、驚き、感動を描く18編のお話

913 ク パンに書かれた言葉 朽木　祥 小学館
2011年の震災後、母の故郷イタリアへ旅だった光は、思いがけない真実

を知る。ヒロシマとイタリアをつなぐ物語。

913 コ シャルロットのアルバイト 近藤　史恵 光文社 お利口だけれど、普段はのんきな元警察犬・シャルロット

913 サ ソノリティ　はじまりのうた 佐藤　いつ子 KADOKAWA
吹奏楽部というだけで合唱コンの指揮者を任されてしまった早紀は…。音

楽×青春物語

913 サ スネークダンス 佐藤　まどか 小学館
ローマで育ち、母と帰国した中２の圭人。下町の街並みをスケッチしてい

るときに出会った同級生・歩の影響で古建築に興味を持ち…。

913 ツ ハケンアニメ！ 辻村　深月 マガジンハウス
天才アニメ監督の作品と、新人監督の作品が同じクールに放映されて

…。アニメ制作現場を描くお仕事小説。

913 ツ レジェンドアニメ！ 辻村　深月 マガジンハウス 「ハケンアニメ！」のスピンオフ作品集

913 ナ 図書室のはこぶね 名取　佐和子 実業之日本社 体育祭準備でわく高校で、1冊の本に秘められたドラマが動き出す。

913 ハ はじめての
「はじめて〇〇したときに読む物語」のテーマで4人の直木賞作家が書い

た小説集。音楽ユニットYOASOBIとのコラボ。

913 マ 都会まちのトム＆ソーヤ最強ガイド はやみね　かおる原作 講談社 人気シリーズのすべてがわかるガイドブック

913 イ 異界のミステリー 汐文社 山白朝子（乙一の別名）「世界で一番、みじかい小説」など全4編。

913 ガ 学園ミステリー　　　 汐文社 恩田陸「水晶の夜、翡翠の朝」ほか、学園ミステリー全3編

913 ナ 涙と笑いのミステリー　 汐文社 宮部みゆき「サボテンの花」などショートストーリー全3編。

913 ナ 謎解きミステリー　　　 汐文社 有栖川有栖「赤い稲妻」ほか、なぞときミステリー全3編。

914 オ 大人になるまでに読みたい15歳のエッセイ　全３巻　　　　　 ゆまに書房 思春期に読んでおきたいエッセイのアンソロジー　全３巻

933 ケ チャーリーとフロッグ
手話の町の図書館となぞのメッセージ

カレン・ケイン 岩崎書店
孤独な少年チャーリーとろう者の少女フロッグが、指文字・筆談・手話で会

話しながら事件の謎を追う冒険ミステリー

933 デ サヨナラの前に、ギズモにさせてあげたい9のこと ベン・デイヴィス 小学館 愛犬ギズモに最高の一生を送らせてやりたいジョージの計画は…

E ノ へいわとせんそう
「へいわのボク」と「せんそうのボク」。比べてみることで、平和と戦争の違

いが見えてくる。

     ちくま評伝シリーズ

    〈ポルトレ〉

島本　理生，　辻村　深月，

宮部　みゆき，　森　絵都　　（水鈴社）

たにかわ　しゅんたろうぶん

Noritakeえ　　　ブロンズ新社
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令和 4（2022）年１０月２５日 
調布市立第四中学校 学校司書 

＊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  

第四中学校 
図書館だより 

 
令和４（2022）年度 第 5号 

 

毎年発行している中学生にすすめる本のリスト
「ほんとのであい」の2022年版が完成しました。
第四中学校ホームページに掲載されています。 
（印刷したリストも図書室に置いてあります。） 

４ページで２３冊の本を紹介しています。 
調布市立中学校の司書８名が自信を持っておす
すめする本なので、ぜひ読んでみてください。 
図書室「ほんとのであいコーナー」に展示中！ 

２学期が始まってからいろいろなことがあり、忙しい日が 

続いていたと思いますが、大きな行事が無事に終わり、 

少し落ち着いたところでしょうか？ 

「芸術の秋・スポーツの秋・味覚の秋」とともに、 

「読書の秋」をゆっくり楽しみましょう。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

分類 書名 著者名 出版社

007 アルゴリズムがわかる図鑑
　　松浦　健一郎

　　司　ゆき
技術評論社 問題を解くための計算法「アルゴリズム」の基本を楽しく学べる図鑑

021 13歳からの著作権　（コツがわかる本）
メイツユニバーサ

ルコンテンツ
ネットやSNSで作品を発信するときに知っておきたい「権利」

049 絶滅危惧動作図鑑 　　藪本　晶子 祥伝社 時代とともに道具や行動が変化したため消えていきそうな「動作」

210 一冊でわかる戦国時代 　　大石　学監修 河出書房新社 「応仁の乱」から「大坂の陣」まで、図やイラストで解説

210 一冊でわかる江戸時代 〃 〃 江戸時代とはどんな時代だったのか？

210 一冊でわかる幕末 〃 〃 幕末期の複雑なストーリーや人物・事件をわかりやすく説明

210 日本の合戦解剖図鑑　 　　かみゆ歴史編集部 エクスナレッジ 古代から幕末まで、時代を動かした合戦を徹底図解

210 合同出版 戦争を知らない来館者に戦災の実相を分かりやすく伝える展示

238 中学生から知りたいウクライナのこと
小山　哲

藤原　辰史
ミシマ社

ロシアのウクライナ侵攻を受け、2人の歴史学者の

オンライン講義や対談をまとめた本。

281 お札に登場した偉人たち21人 河合　敦 あすなろ書房 戦前から令和まで、紙幣に描かれた人物の業績などを詳しく解説

290 ダイヤモンド社 ニュースに出た国、オリンピックやW杯に登場した国

291 いつか旅してみたい美しい日本の島100 日本の島100の、美しい写真と歴史や情報

291 京都ぶらり歴史探訪ガイド今昔ウォーキング 京都の歴史ロマンあふれる25のウォーキングコース

291 QuizKnockクイズで学ぶ47都道府県 QuizKnock KADOKAWA 都道府県にまつわる3択クイズやエピソードなど。

311 図解でわかる14歳から考える民主主義 インフォビジュアル研究所著 太田出版 民主主義の歴史、仕組みと機能などをカラー図版で解説

312 13歳からの地政学　カイゾクとの地球儀航海 田中　孝幸 東洋経済新報社 国際情勢やニュースの裏側、国同士のかけひきを解説

326 ぼくらの時代の罪と罰 森　達也 ミツイパブリッシング 罪と罰の重さを決めているのはだれなのか？

334
まんがクラスメイトは外国人　課題編

　私たちが向き合う多文化共生の現実

ハーフ、移民政策、貧困、戦争責任、領土問題など、様々な社会的問

題や課題を、ストーリーマンガで描く。

369
震災を語り伝える若者たち
　みやぎ・きずなFプロジェクト

瀬成田　実 かもがわ出版
2015年4月に宮城県七ケ浜町立向洋中学校に入学した子どもたちの、

震災学習と成長の記録。

375 中学生のための東大生の勉強法カタログ 学研プラス 8人の東大生が中学時代に行っていた勉強の工夫100種類

375
やる気を出したい人成績を上げたい人のための
中学の勉強のトリセツ　改訂版

梁川　由香

しましまマンガ
学研プラス 中学生の勉強について、マンガやイラストを交えて具体的に解説

378 やさしくわかるはじめての手話 ナツメ社 手話の基礎から実際の会話を想定した内容まで、大きなイラストで紹介

383 ずかん世界のくつ・はきもの　見ながら学習調べてなっとく 技術評論社 世界のくつ・はきものを美しい写真で紹介。

386 福を呼ぶ四季の習慣　小さな日本の行事 本間　美加子 主婦の友社 旧暦と二十四節気ゆかりの行事を、暮らしのなかで楽しむ。

388 世界の妖怪大図鑑 水木　しげる 講談社 世界の妖怪・悪魔、ギリシャ神話の魔物など、傑作妖怪画

443 ブラックホールってなんだろう？ 　　嶺重　慎 福音館書店 ブラックホールのなりたちや意外な役割を、あたたかみのある絵で描く。

451 気候危機がサクッとわかる本 　　ウェザーマップ 東京書籍 スーパー台風、集中豪雨、寒波・豪雪、動植物の絶滅など

451 いま、この惑星で起きていること　 　　森　さやか 岩波ジュニア新書 世界で起きている異常気象について、気象予報士の眼で解説

451 すごすぎる天気の図鑑　空のふしぎがすべてわかる！

451 もっとすごすぎる天気の図鑑　

451 新・雲のカタログ　空がわかる全種分類図鑑
　　村井　昭夫

　　鵜山　義晃
草思社

世界気象機関によって約100種類に分類された雲すべての、写真と学

術的名称を紹介。

453 地震はなぜ起きる？ 　　鎌田　浩毅
岩波ジュニアス

タートブックス
地震が起きる科学的なしくみ、予想される大地震と必要な備え。

456 楽しい地層図鑑 　　小白井　亮一 草思社 地層の素朴な疑問から大地の成り立ちまで、美しい写真で解説

470 あした出会える雑草の花100 　　高橋　修 山と溪谷社 道端や空き地、河原など身近な雑草の花の図鑑

486 ダマして生きのびる虫の擬態 　　海野　和男 草思社 葉っぱや枝のふりをするコノハムシ、メダマ模様で驚かせて逃げるクスサンなど

486 ふしぎな昆虫のせかい　スゴイ！がいっぱい 　　清水　聡司 repicbook 昆虫館の副館長がさまざまな昆虫たちの「ふしぎ」を解説。

488 あした出会える野鳥100 　　柴田　佳秀 山と溪谷社 市街地や公園などで出会える野鳥を、写真とイラストで紹介

489 ツシマヤマネコ飼育員物語
　動物園から野生復帰をめざして

　　キム　ファン くもん出版
絶滅の危機にあるツシマヤマネコをふやして、対馬の野生に返す取り組

みを行う京都市動物園の奮闘

491 手を眺めると、生命の不思議が見えてくる　 　　稲垣　栄洋 家の光協会 人体のしくみや人間の進化についてのサイエンスエッセイ

494 だれよりも速く走る義足の研究 　　遠藤　謙 偕成社 義足アスリートが健足アスリートを超えることを目標に挑戦し続ける義足エンジニア

498 10歳からの学校では教えてくれない健康とからだ    池田書店 身体や心に関する悩みや疑問に、イラストを交えて答える

502 世界が驚く日本のすごい科学と技術 左巻　健男編著 笠間書院 漆、たたら製鉄から青色LED、iPS細胞まで

521 なんで信長はお城を建てたの？　「お城」のはじまりを探す旅 畑中　英二 新泉社 夏休みにお城を巡る小旅行を始めた少年。安土城、姫路城などを訪ね…。

530 押す図鑑ボタン 　　西村　まさゆき 小学館 乗り物のボタン、安全対策のボタンなど、思わず押したくなるボタンがいっぱい

547 図解でやさしくわかるネットワークのしくみ超入門          　　網野　衛二 技術評論社 ネットワークの基礎知識を、大きなイラストでわかりやすく解説

556 戦争と平和の船、ナッチャン 　　半田　滋 講談社
観光フェリーだったのに自衛隊で戦車を運ぶことになった「ナッチャン

ワールド」を取材したノンフィクション。

594 スキル0でも一目でわかるソーイング大全 　　オルソン恵子 KADOKAWA 手縫い、ミシン、ボタンのつけ方などの基本テクニック

596 生き抜くためのごはんの作り方 　　有賀　薫ほか 河出書房新社 心身の悩みを解決する、料理のプロ16人のレシピとエッセイ

611 食品ロスはなぜ減らないの？ 　　小林　富雄
岩波ジュニアス

タートブックス

食品ロス解決に向けての国内外の食糧事情や

フードバンク、地域や学校、個人でできる様々な活動

620 植物との暮らし方超入門　これで私も枯らさない人 　　ビリ 山と溪谷社 植物ごとの個性やお世話のコツを、マンガや写真で紹介

629 散歩で見かける樹木の見分け方図鑑 岩谷　美苗 家の光協会 街に植えられる木を中心に紹介

686 めざせ鉄道博士！日本全国鉄道路線地図　完全版           地理情報開発編 永岡書店 新幹線、JR、全国の私鉄・地下鉄を豊富な写真で紹介

709 世界遺産を救え！ レオ・ホプキンソン 創元社 自然災害、戦争、気候変動、環境汚染から世界遺産を守る取り組み

709 みんなが知りたい！世界遺産ビジュアル大図鑑　改訂版
メイツユニバーサル

コンテンツ
「文化遺産」「自然遺産」「複合遺産」から135件を、大きな写真で解説

718 仏像のみかた　語れるようになる 成美堂出版 仏像の種類ごとに鑑賞のポイントを写真で詳しく説明

726 長谷川町子　「サザエさん」とともに歩んだ人生 女性の自立が難しかった時代にプロ漫画家として生きた歩み

726 藤子・F・不二雄　「ドラえもん」はこうして生まれた マンガ家になるまでの道のりを「冒険」になぞらえた藤子・F・不二雄。

726 やなせたかし　「アンパンマン」誕生までの物語 奇想天外なキャラクターと物語を生み出した、やなせたかしの人生

727 「文様」のしきたり　暮らしを彩る日本の伝統 藤　依里子 青春出版社 植物の文様、節句にまつわる生き物の文様、歌舞伎と役者の文様など

766 オペラのひみつ　見かた・楽しみかたがわかる本 岸　純信 メイツユニバーサルコンテンツ 総合芸術と呼ばれるオペラの特徴、魅力、見どころを解説

769 バレエ音楽がわかる本 音楽の友編 音楽之友社 バレエ音楽はどのようにして生まれたのか。

777 14歳からの文楽のすゝめ 竹本　織太夫監修 実業之日本社 人形浄瑠璃文楽の基礎知識、文楽の舞台の裏側

780 あかね書房 選手たちそれぞれの道のりと活躍を紹介

780 小峰書店 東京2020の開催と選手を支えたボランティアの奮闘記。                       

798 すこしずるいパズル　1・2 　　たつなみ アリス館 直感を裏切る「ずるさ」が醍醐味のパズル

798 なかなか解けないなぞ解きに挑戦しませんか？　　　 　　暇謎 ナツメ社 Twitterで話題の謎解き作家による“いじわる”ななぞ解き                      

798 東大ナゾトレTHE　BEST 　　松丸　亮吾監修 扶桑社 松丸くんが選んだお気に入りのナゾトレ40問

811 漢字の語源図鑑　辞書より面白くてためになる 　　平山　三男 かんき出版 漢字の発音と意味に着目して語源を解説

811 漢字の使い分け図鑑　 　　円満字　二郎 講談社 使い分けで迷いがちな254項目を、マンガと用例で解説。

814 12歳までに知っておきたい語彙力図鑑 　　齋藤　孝
日本能率協会マネ

ジメントセンター
「感情を表現する言葉」にしぼって集めた語彙を解説

ボランティアたちの物語

読むだけで世界地図が頭に入る本　世界212の国と地域が2時間でわかる
　　パイインターナショナル

　　　メイツユニバーサルコンテンツ

「外国につながる子どもたちの物語」

編集委員会　　明石書店

　　荒木　健太郎 KADOKAWA
雲・空・気象・季節・天気にまつわる、おもしろい話やびっくりする話、思

わず納得する知識など。

ちくま評伝シ

リーズ〈ポルト

レ〉

輝くアスリートの感動物語東京オリンピック・パラリンピック2020　　全５巻

　　　０類：総記　　２類：歴史・伝記・地理　　　３類：社会科学

　　　４類：自然科学　　５類：技術・工業　　　６類：産業

　　　７類：芸術・スポーツ　　８類：言語

東京大空襲・戦災資料センター図録　いのちと平和のバトンを

新着図書リスト   ０類 ～ ８類 


