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0　総記

もっとある！学校図書館の司書が選ぶ小中高生におすすめの本220　（なるにはBOOKS）
東京・学校図書館スタンプラリー
実行委員会編著 019 モ

奇跡の本屋をつくりたい　くすみ書房のオヤジが残したもの　［ミシマ社］ 久住　邦晴 024 ク

1　哲学・宗教

気もちのリテラシー　「わたし」と世界をつなぐ12の感情 八巻　香織 146 ヤ

折れない心を育てるいのちの授業 小澤　竹俊 159 オ

10代から考える生き方選び　（岩波ジュニア新書） 竹信　三恵子 159 タ

世界の神話　（岩波ジュニア新書） 沖田　瑞穂 164 オ

3　社会科学

議会制民主主義の活かし方　（岩波ジュニア新書） 糠塚　康江 313 ヌ

13歳からの天皇制　憲法の仕組みに照らして考えよう 堀　新 313 ホ

移民や難民ってだれのこと？ 国際化の時代に生きるためのQ&A① マイケル・ローゼン、アンネマリー・ヤング 316 コ

警察官の一日　（暮らしを支える仕事見る知るシリーズ） WILLこども知育研究所　編著 317 ケ

消防官の一日　（暮らしを支える仕事見る知るシリーズ） WILLこども知育研究所　編著 317 シ

弁護士・検察官・裁判官の一日　（暮らしを支える仕事見る知るシリーズ） WILLこども知育研究所　編著 327 ベ

紛争地の看護師 白川　優子 329 シ

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
「外国につながる子どもたちの
物語」編集委員会編 334 マ

お金のしくみを知りかしこく扱う方法　（U18世の中ガイドブック） ジェーン・ビンハム 338 ビ

ボランティアをやりたい！　高校生ボランティア・アワードに集まれ　（岩波ジュニア新書） さだ　まさし編 369 ボ

分類

 

四中 図書館だより 
   本の森から 令和2年 10月号 

 

 調布市立第四中学校図書館 

学校司書 菊地順子 

 

 新型コロナウィルスの影響で、例年とは違った形で

開催された体育祭が終わりました。完全燃焼できま

したか？ 

 季節はいつの間にか秋。今月は学芸委員を中心に

生徒のみなさんが作ったハロウィーンの切り紙で飾

りつけられ、四中図書館はにぎやかになっています。

新しい本も入りました。ぜひ見に来てください。 

新着本 

蔵書点検のお知らせ 
 

 11月の期末考査期間中に、蔵書点検を行います。四

中所蔵の本が実際にあるかどうかを調べるものです。 

 教室や特別教室などで、誰が借りたかわからない四中

所蔵の本 （「調布市立第四中学校」のバーコードラベルが貼って

ある本） があったら、四中図書館まで持ってきてください。

ご協力をよろしくお願いします。 

 ”ほんとのであい” イラスト募集に際

し、応募してくれたみなさん、ありがとう！   

 四中生の作品の中から、ペンネーム・

えびおさんのカットが採用されました。

おめでとう！   

 残念ながら採用されなかった作品は、

今後の四中図書館だよりで紹介します。  

  

 ”ほんとのであい”はもうすぐ完成し、

11月の期末考査後の読書月間に配布

予定です。お楽しみに！ 

「本屋のオヤジのおせっか

い 中学生はこれを読め！」

等、ユニークな取り組みを

行った札幌・くすみ書房店

主の久住さん。「混沌とし

た今の時代、自分で考え、

自分で答えを見つけてい

かなければならない」との

思いから、子どもたちに本

を読んでほしいと願い行っ

た中学校でのブックトーク

も収録。ぜひ読んでみて！ 



書名 著者名

教育業界で働く　（なるにはBOOKS） 三井　綾子 370 ミ

探究に役立つ！学校司書と学ぶレポート・論文作成ガイド　（なるにはBOOKS）
東京都立高等学校学校司書会ラーニング
スキルガイドプロジェクトチーム編著 375 タ

特別支援学校教諭になるには　（なるにはBOOKS） 松矢　勝宏　編著 378 ト

4　自然科学

星空を届けたい　出張プラネタリウム、はじめました！ 高橋　真理子　 440 タ

日本の七十二候を楽しむ　増補新装版　旧暦のある暮らし 白井　明大 449 シ

もっとざんねんないきもの事典　おもしろい！進化のふしぎ 今泉　忠明　監修 480 ザ

さらにざんねんないきもの事典　おもしろい！進化のふしぎ 今泉　忠明　監修 480 ザ

みんなが知りたい！世界の「絶滅危惧」動物がわかる本 今泉　忠明　監修 480 ミ

iPS細胞の研究室　体のしくみから研究の未来まで 志田　あやか 491 シ

心の病気ってなんだろう？（中学生の質問箱） 松本　卓也 493 マ

繊細すぎてしんどいあなたへ　HSP相談室　（岩波ジュニア新書）[岩波書店] 串崎　真志 498 ク

自分のこころとうまく付き合う方法　（U18世の中ガイドブック） アリス・ジェームズ 498 ジ

5　技術・工業

図解でわかる14歳からのプラスチックと環境問題 インフォビジュアル研究所 519 ズ

図解でわかる14歳からの水と環境問題 インフォビジュアル研究所 519 ズ

法隆寺を支えた木　改版 西岡　常一 524 ニ

ネットとSNSを安全に使いこなす方法　（U18世の中ガイドブック） ルーイ・ストウェル 547 ス

6　産業

希望、きこえる？　ルワンダのラジオに子どもの歌が流れた日 榮谷　明子 699 サ

7　芸術・スポーツ

知っておきたい！日本の「世界遺産」がわかる本　増補改訂版 世界遺産を学ぶ会 709 シ

ゼノビア モーテン・デュアー 726 ホ

よみがえった奇跡の紅型　［あすなろ書房］ 中川　なをみ 753 ナ

8　言語

読解力を身につける　（岩波ジュニア新書） 村上　慎一 817 ム

9　文学

ときめき百人一首　（14歳の世渡り術） 小池　昌代 911 コ

はじめての万葉集 上・下 萩原　昌好　編 911 ハ

記憶屋0　（角川ホラー文庫） 織守　きょうや 913 オ

SFショートストーリー傑作セレクション　宇宙篇/超能力篇/怪獣篇 日下　三蔵　編 913 エ

てのひらに未来　［くもん出版］ 工藤　純子 913 ク

窓 小手鞠　るい 913 コ

呉書三国志 斉藤　洋 913 サ

えのないえほん 斉藤　倫 913 サ

その声は、長い旅をした 中澤　晶子 913 ナ

徳治郎とボク 花形　みつる 913 ハ

鐘を鳴らす子供たち 古内　一絵 913 フ

「僕らと街」のショートストーリー　3分で“心にしみる”不思議な物語 堀　真潮 913 ホ

無限の中心で まはら　三桃 913 マ

イーブン　[小学館] 村上　しいこ 913 ム

ばかみたいって言われてもいいよ　1～3 吉田　桃子 913 ヨ

明日をさがす旅　故郷を追われた子どもたち アラン・グラッツ 933 グ

秘密のノート ジョー・コットリル 933 コ

ぼくだけのぶちまけ日記　（STAMP　BOOKS） スーザン・ニールセン 933 ニ

ペンダーウィックの四姉妹　4　春の嵐 ジーン・バーズオール 933 バ

天才ルーシーの計算ちがい ステイシー・マカナルティ 933 マ

ヤング・シャーロック・ホームズ　vol．7　盗まれた遺体 アンドリュー・レーン 933 レ

ヤング・シャーロック・ホームズ　vol．8　決闘の河 アンドリュー・レーン 933 レ

地底旅行　（岩波少年文庫） ジュール・ヴェルヌ 953 ベ

E　絵本

字のないはがき 向田　邦子　原作 E ニ

分類

生きづらさを感じる

ことが多い、繊細過

ぎる性格（HSP）を、

繊細さ＝多感力とと

らえて、長所として

活かす方法を具体

的にアドバイスして

くれます。「繊細でよ

かった！」と思える本。 

琉球王朝時代に完成した、沖縄を代

表する染め物の紅型（びんがた）。明

治末期に衰亡の一途をたどるが、鎌

倉芳太郎が貴重な資料を残し、また

沖縄戦後は、城間栄喜らの努力で再

生。さらに芹沢銈介は型絵染（かたえ

ぞめ）という新たな道を拓いた。沖縄

の歴史と、彼ら3人の功績をたどる。 

中二の琴葉は、創業80年の東京の町工場の娘。2

年前から見習いとして住み込んでいる、今は家族

同様の2つ年上の天馬から、初めて複雑な家庭環

境をきく。そんなとき琴葉は、父が大手からの注文

を断ったと知る。「なぜ？」 美術部の仲間と長野県

の無言館（戦没画学生慰霊美術館）を訪れ、父の

信念や天馬の祖母の戦争への思いを考える。 

中学入学後、ほどなく不登校に

なった中一の美桜里は、母と二人

暮らし。一人の時に空き巣が入り、

昼間は祖母のところへ行くことに。

そこで出会ったキッチンカーを営

む貴夫ちゃんとトムの手伝いをす

るようになる。主人公が人とのイー

ブンな関係について考える物語。 


