
書名 著者 出版社
801 イ 世界のあいさつことば学　「こんにちは」「がんばれ」「ありがとう」などいっぱい 稲葉　茂勝 今人舎 世界のあいさつことばと、そのことばを表す文字

807 セ 笑う回文教室　アタマを回してことばであそぼう せとちとせ 創元社 オリジナル作品を紹介しながら、作り方のコツを伝授

813 カ カタカナ外来語ABC略語辞典　現代用語の基礎知識 自由国民社 ニュース情報、SNS、WEBのチェックに最適。

814 ニ 世にも美しい三字熟語 西角　けい子 ダイヤモンド社
「破天荒」「案山子」「朧月夜」…

さまざまな「三字熟語」をクイズ形式で紹介。

911 フ 俳句のきた道　芭蕉・蕪村・一茶 藤田　真一 岩波ジュニア新書 新しい表現に挑戦し続けた三大俳人

911 オ 大人になるまでに読みたい15歳の短歌・俳句・川柳　1～３        　　　　　 ゆまに書房 短歌・俳句・川柳のアンソロジー

913 ア パラ・スター　Side百花 阿部　暁子 集英社文庫

913 ア パラ・スター　Side宝良 阿部　暁子 　〃

913 ア 神と王　亡国の書 浅葉　なつ 文春文庫
四神を信仰する弓可留国の宝珠「弓の心臓」と

「羅の文書」をめぐる神話ファンタジー。

913 ア 凛として弓を引く 碧野　圭 講談社文庫 人見知りの女子高生・楓は、弓道の奥深い魅力にひかれていく。

913 ア 跳べ、栄光のクワド 碧野　圭 小学館文庫 全日本選手権の前日に突然姿を消したレジェンドスケーター・光流。

913 ウ 鹿の王　1～４ 上橋　菜穂子 角川文庫
岩塩鉱を不思議な犬たちが襲い、謎の病が発生。ヴァンは逃げる

途中で幼子を拾い、ユナと名付けて育てるが…。

913 オ とにもかくにもごはん 小野寺　史宜 講談社
月２回、午後5時から８時まで開く「クロード子ども食堂」。

お客さんとスタッフのそれぞれの事情を描く。

913 ゴ 54字の物語　∞ エイト 氏田　雄介編 PHP研究所 1話が54字ピッタリの超短編小説集、第8弾

913 ス 落花流水 鈴木　るりか 小学館 現役受験生作家による、受験生が主人公の青春小説。

913 セ 夏の体温 瀬尾　まいこ 双葉社 夏休み、入院中の小3の瑛介は同学年の壮太に出会い…。

913 テ ほたるいしマジカルランド 寺地　はるな ポプラ社
大阪にある遊園地「ほたるいしマジカルランド」の名物社長と従業

員たちを描くお仕事小説。

913 ト 線は、僕を描く 砥上　裕將 講談社文庫
両親を事故で失った大学生・霜介。バイト先で水墨画の巨匠・と

出会い、水墨画の道へ。

913 ト 博物館の少女　怪異研究事始め 富安　陽子 偕成社
文明開化の東京にやって来たイカル。上野の博物館で怪異研究

をしている老人を手伝ううちに、謎の事件に巻き込まれる。

913 ナ 万葉と沙羅 中江　有里 文藝春秋
通信制高校に入学した沙羅は、幼なじみで本好きの万葉に再会

し、新しい本に出会っていく。

913 ハ マスクと黒板 濱野　京子 講談社
コロナ禍で味気ない学校生活を送る中2の輝。級友たちとあるイベ

ントをやることになるが…

913 ヒ クスノキの番人 東野　圭吾 実業之日本社
神社にある大きなクスノキの番人をすることになった。そのクスノキ

に祈れば、願いがかなうということだが…。

913 ヒ 十年屋　6　見習いのお時間です 廣嶋　玲子 静山社 大切なものを10年間、魔法で預かる不思議なお店「十年屋」

913 マ 保健室経由、かねやま本館。　4 松素　めぐり 講談社 疲れた中学生たちがやってくる不思議な湯治場「かねやま本館」

913 ミ エレジーは流れない 三浦　しをん 双葉社
のどかでさびれた温泉街。高2の怜は家庭の事情と進路選択、自

由奔放な友人たちに振り回されながら楽しく暮らしている。

913 ミ 名探偵コナン　ハロウィンの花嫁
水稀　しま

青山　剛昌原作
小学館ジュニア文庫 佐藤刑事と高木刑事の結婚式に暴漢が現れた…。

913 ム 桜風堂夢ものがたり 村山　早紀 PHP研究所 小さな町の書店・桜風堂とそこに関わる人々の姿を描いた全４話。

913 ヨ 恋愛問題は止まらない 吉野　万理子 小学館 「野球部員は丸刈り…」といううわさから始まる、リレー小説

913 ヨ 階段ランナー 吉野　万理子 徳間書店
高2の広夢と瑠衣は、退職した教師・高桑のブログから「階段」に

魅了され、「京都駅大階段駈け上り大会」に挑戦

933 チ 小さな手　ホラー短編集 金原　瑞人編訳 岩波少年文庫 カポーティ、スティーヴンソン、キプリングなどのホラー傑作選

933 ブ シリアからきたバレリーナ キャサリン・ブルートン 偕成社
シリア内戦を逃れ、海を渡ってイギリスに逃れた少女アーヤ。大

好きなバレエを通して新しい生活へ。

933 ロ 彼の名はウォルター エミリー・ロッダ あすなろ書房
不気味な屋敷でコリンが見つけた奇妙な本に描かれていたのは驚

愕の真実だった…。スリルあふれる謎解きサスペンス。

車いすメーカーで働く百花と車いすテニス選手・宝良。

２人の友情と、それぞれの夢に向かって努力する姿を描く。
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９月も半ばとなり、朝夕の風や虫の音に 

秋の気配を感じるようになりました。 

２学期は学校行事が多いので忙しいと

思いますが、新しい本がたくさん届いて

いるので、ぜひ見に来てください。 

令和 4（2022）年９月１５日 
調布市立第四中学校 学校司書 

第四中学校 
 図書館だより 

令和４（2022）年度 第４号 

＊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  ８類：言語 ９類：文学  

お知らせとお願い 

夏休み中に蔵書点検を実施しました。その結果、

行方不明（貸出記録がなく棚にない状態）の本が１０

冊ほどあることがわかりました。パソコンでの貸出

処理ミスの場合もあります。第四中学校図書館

の本をどこかで見つけたら、司書まで届けるよう

にお願いします。 

 

夏休みには本をたくさん読

めましたか？  １学期中に

貸し出した本は、返却期限

が９月２日までになってい

ました。まだ返してない人

は、すぐに返しましょう。  

 

グラウンド側窓下に新しい
書架が１台入りました。それ
に合わせて、「２類：歴史」か
ら「８類：言語」の本の場所
が少しずつ移動しています。
表示をよく見て探しましょう。
本の場所がわからないとき
は司書に聞いてください。 



分類 書　　名 著者 出版社

159 きみを変える50の名言　2期1～３　 佐久間　博文 汐文社 アスリート、芸能人、学者など、各界著名人の名言

175 京都たのしい社寺さんぽ 片山　直子 朝日新聞出版 バス・電車・徒歩で楽しくめぐる24のおさんぽコース

175 ニホンの神様＆神社マップ　ビジュアル図解 記紀と神社をめぐる会
メイツユニバー

サルコンテンツ
神社の成り立ちやまつられている神々について、知っておくと楽しい。

210 キーパーソンと時代の流れで一気にわかる鎌倉・室町時代 かみゆ歴史編集部編 朝日新聞出版 多くの人物が登場して複雑な時代を、系図・相関図・チャートで解説

210 地域別×武将だからおもしろい戦国史 かみゆ歴史編集部編 朝日新聞出版
戦国史を地域ごとに分けて解説。関連する映画やドラマ、マンガ、

小説なども紹介

210 はにわ　楽しく学べる歴史図鑑
スタジオタッククリエ

イティブ
はにわの種類や歴史を写真・イラストで解説

288 国旗と国章図鑑　決定版　改訂第2版 苅安　望 世界文化ブックス 国旗・国章などの変遷をビジュアルで紹介。

289 難民に希望の光を　真の国際人緒方貞子の生き方 中村　恵 平凡社 日本人初・女性初の国連難民高等弁務官

289 エレキテルの謎を解け　電気を発見した技術者平賀源内 鳴海　風 岩崎書店 江戸時代の奇才・源内の熱情と格闘の人生

291 東海道五十三次いまむかし歩き旅 高橋　真名子 河出書房新社 街道と宿場に残されたたくさんの魅力をたどる。

291 千葉のトリセツ，　茨城のトリセツ，　埼玉のトリセツ，　静岡のトリセツ 昭文社 それぞれの県の特徴と魅力を地図で紹介

291 地図でスッと頭に入る47都道府県　知られざる魅力大図鑑 なるほど知図帳編集部編 昭文社 魅力スポット、歴史的出来事、ランキングなど

312 世界史と時事ニュースが同時にわかる新地政学　　　　　　　　　　　 長谷川　敦 朝日新聞出版 地政学で歴史的事象を解説し、時事ニュースの背景を説明

324 大人になるってどういうこと？　みんなで考えよう18歳成人 神内　聡 くもん出版 知っておいてほしい法律的な内容を取り上げて解説

327 少年のための少年法入門 旬報社 少年事件のストーリーで改正少年法を知ることができる入門書

337 あたらしいお金の教科書　 新井　和宏 山川出版社 「お金のために働く」と「自分を生きるために働く」の違いとは？

337 すてきな相棒！おかね入門 橋本　長明 リトルモア 10代のうちからぜひ知ってほしいお金の知識と未来のヒント

369 ヤングケアラーってなんだろう 澁谷　智子 ちくまプリマー新書 家族の世話や家事を行う「ヤングケアラー」の実態を知る。

369 紛争・迫害の犠牲になる難民の子どもたち 国連難民高等弁務官事務所 合同出版
シリアや南スーダン、中央アメリカ出身の難民の子どもたちの体

験、想い、希望。国連難民支援機関・UNHCRの役割も紹介。

369 ひとりでがんばらない！　子どもと考える福祉のはなし 藤田　孝典 クレヨンハウス 福祉とは、特別なひとのためではなく自分や家族を幸せにするしくみ…

369 わかな十五歳　中学生の瞳に映った3・11 わかな ミツイパブリッシング
中学卒業の日に福島で被災した著者が、大学生になってからやっ

と語れるようになったつらい体験。

375 嫌いな教科を好きになる方法、教えてください！ 新井　リオほか 河出書房新社
5教科＋実技教科。なぜ学ぶのか、楽しみ方・

学び方のコツなどを様々な立場の人が語る。

376 中学校ってどんなとこ？ 世界文化ブックス 「楽しい中学校生活」を送るためのヒント

378 わくわく！納得！手話トーク 松岡　和美 くろしお出版
手話のしくみや手話コミュニティの話を

写真・マンガ・コラムをまじえて解説

382 伝え守る　アイヌ三世代の物語
宇井　眞紀子

写真・文
少年写真新聞社

大阪から祖父のいる北海道に引っ越して

アイヌ文化を伝え、守っていく一家の姿

383 和菓子のひみつ　楽しみ方・味わい方がわかる本 「江戸楽」編集部
メイツユニバー

サルコンテンツ
和菓子の基礎知識、ルーツ、郷土菓子

400 中学理科のなぜ？が1冊でしっかりわかる本 佐川　大三 かんき出版 身のまわりの疑問を題材に、理科の基本を図とイラストで説明

407 ビーカーくんがゆく！工場・博物館・実験施設　 うえたに夫婦 誠文堂新光社 おなじみの実験器具の工場や、博物館・実験施設をレポート

442 星空の楽しみかた　眺める・撮る KAGAYA 河出書房新社 流れ星、満月、季節の星座、惑星、皆既日食…。見つけ方と・楽しみ方

451 マンガでわかる天気のしくみ 池田書店 天気の基本、気象の知識、天気予報などをわかりやすく解説

457 よみがえれ、マンモス！　近畿大学マンモス復活プロジェクト 令丈　ヒロ子 講談社 マンモス復活に挑戦した日本の科学者たちの熱い日々

459 みんなが知りたい！宝石のすべて
メイツユニバー

サルコンテンツ
宝石の特徴・魅力・美しいカッティングの秘密とは？

467 遺伝子の不思議としくみ入門　遺伝子から「自分」を知る！ 島田　祥輔 朝日新聞出版
mRNAワクチン、ゲノム編集、遺伝子解析…人間の心・体・病気・

食にまつわる不思議を「遺伝子」の視点から解説

468 おもしろミクロ生物の世界 末友　靖隆 偕成社 ミジンコ・アメーバ・ゾウリムシ…知られざる秘密をイラストや写真で紹介

480 ざんねんないきもの事典　　やっぱり 高橋書店 おもしろい！進化のふしぎ、第７弾！

480 ＃水族館に行こう　＃かわいい＃楽しい＃癒し JTBパブリッシング

480 ＃動物園に行こう　＃かわいい＃楽しい＃癒し 　 　〃

489 キリン解剖記　ジュニア版　キリンの首の骨が教えてくれたこと 郡司　芽久 ナツメ社 キリン好きだった著者が研究者になるまで、研究者の仕事の紹介

489 クジラの骨と僕らの未来 中村　玄 理論社
小さな頃から様々な動物を飼っていた著者。中学2年生の時、骨

格見本に興味を持って…。

491 ずかんヒトの細胞　見ながら学習調べてなっとく 牛木　辰男 技術評論社 約80種類の細胞を模式図や電顕写真などで紹介

518 図解でわかる14歳から知るごみゼロ社会 インフォビジュアル研究所 太田出版 「ごみ」との向き合い方を豊富なカラー図版とともに解説

593 一生使えるミシンの基本　 クライ・ムキ 主婦の友社 ミシンソーイングの基本とポイントをわかりやすく解説

594 刺しゅう　詳しい図解でわかりやすい200のテクニック 日本ヴォーグ社 基本のステッチ、リボン刺しゅう・ビーズ刺しゅう・アップリケなど

596 パン＆サンドイッチ　おいしい！300レシピ 沼津　りえ 永岡書店 ホットサンド、フルーツサンド、トーストバリエーション…

596 おべんとうの教科書　はじめてでも、ぜったい失敗しない ほりえ　さちこ 学研プラス 調理のコツや上手な詰め方、衛生面の注意点などを解説。

596 柴田書店
4人のシェフが、さまざまな野菜を使った料理を紹介。カラー写真

で手順がわかりやすい。

611 食べものが足りない！　食料危機問題がわかる本 井出　留美 旬報社
食料に危機が迫り、多くの人が飢餓に直面している理由と、食料

危機解決のために個人にできること。

667 さばの缶づめ、宇宙へいく　鯖街道を宇宙へつなげた高校生たち 小坂　康之，林　公代 イースト・プレス 野口聡一宇宙飛行士が宇宙で食べたさば缶とは？

726 手帳＆ノートのミニイラストの描き方　いつものペンで、ゆるっとかわいい！ しろくまななみん ワニブックス ノートにちょこっと描きたいイラストを、シーンや季節ごとに紹介。

727 もじモジ探偵団　まちで見かける文字デザインの秘密 雪　朱里 グラフィック社
暮らしのなかで目にするさまざまな文字のデザイン。いつ、どこで、

誰が手がけているのか？

764 吹奏楽部バンザイ！！　コロナに負けない オザワ部長 ポプラ社 コロナに立ち向かった吹奏楽部員たちを描いたノンフィクション

764 響け、希望の音　東北ユースオーケストラからつながる未来 田中　宏和 フレーベル館
坂本龍一が立ち上げた「東北ユースオーケストラ」で未来に希望

をもって歩んできた団員たちの活動。

780 スポーツの仕事ってこんなにある　
ベースボール・

マガジン社
選手を支えるために「職人の道」を選んだ人たちを紹介。

783 あの夏の正解 早見　和真 新潮社
2020年、新型コロナ拡大のため高校野球大会中止。夢を奪われ

た強豪校の球児と指導者は…

全国の水族館・動物園のかわいい生きものたちを、カラー写真と

飼育員のコメントとともに紹介。

野菜はすごい！小学生から使える、子どものための野菜たっぷり料理本　　　　　　　　シェフが先生！

　　　　１　哲学・宗教　　　２　歴史・伝記・地理

　　　　３　社会科学

　　　　４　自然科学　　　

　　　　５　技術・工業・家庭　　　６　産業　　７　芸術・スポーツ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新着図書リスト   １類 ～ ７類 


