
書名 著者名

0　総記

やさしくわかるデジタル時代の情報モラル　全5巻 松下孝太郎・山本光 007 マ

図書委員アイデアブック　「やってみたい」が大集合！ 吉岡　裕子　監修 017 ト

1　哲学・宗教

きみを強くする30のことば　偉人に学ぶ生き方のヒント　【日本図書センター】 齋藤　孝　監修 159 キ

マンガでわかる！　10代に伝えたい人生を前に進める名言集 定政　敬子 159 サ

お寺のどうぶつ図鑑 今井　淨圓　監修 185 オ

2　歴史・地理

日本の装束解剖図鑑　古代から現代までイラストで読み解く有職故実の世界 八條　忠基 210 ハ

世界は女性が変えてきた　夢をつないだ84人の勇者たち ケイト・ホッジス 280 ホ

ルース・ベイダー・ギンズバーグ　（信念は社会を変えた！） ジェフ・ブラックウェル編 289 ギ

渋沢栄一人物としごと（調べる学習百科） こどもくらぶ　編 289 シ

わたしは大統領の奴隷だった　ワシントン家から逃げ出した奴隷の物語 エリカ・アームストロング・ダンバー 289 ジ

3　社会科学

未来をつくるあなたへ　（岩波ジュニアスタートブックス） 中満　泉 304 ナ

民主主義は誰のもの？　（あしたのための本） プランテルグループ 311 ミ

独裁政治とは？　（あしたのための本） プランテルグループ 313 ド

消えたレッサーパンダを追え！　警視庁「生きもの係」事件簿　【学研プラス】 たけたに　ちほみ 317 タ

檻を壊すライオン　時事問題で学ぶ憲法 楾　大樹 323 ハ

地球村の子どもたち　途上国から見たSDGs　全4巻 石井　光太 333 イ

地図とデータで見るSDGsの世界ハンドブック イヴェット・ヴェレ 333 ベ

みんなでつくろう！サステナブルな社会未来へつなぐSDGs　全3巻 九里　徳泰　監修 333 ミ

もっと知りたい！調べたい！お金のこと　全3巻 キッズ・マネー・ステーション監修 337 モ

分類

 

四中 図書館だより 

    本の森から   令和3年 7月号 

  調布市立第四中学校 学校司書  

新着本 

 7月になりました。早いもので、1学期もあと2週間

あまり。もうすぐ夏休みですね。 

 四中図書館では、夏休み特別貸出が始まりました。

長い休みの間、毎日少しでも読書の時間をつくると

生活にリズムがつきます。 ぜひ試してみてください。 

 新しい本もたくさん入りましたので、見に来てくだ

さい。 

“ほんとのであい”                  

表紙イラスト、カットを募集中。 

 用紙は四中図書館にあります。               

 

      7月16日（金） しめきり                               

              

         たくさんの応募を 

                  お待ちしています！ 

夏休み特別貸出 
 

7/1（木）～19（月）と夏休みの開館日には、 

10冊まで 借りられます。 

お得意様カード保持者はさらに 

      クローバー … ＋1冊 

    シルバー  … ＋2冊 

    ゴールド   … ＋3冊 

     レインボー … ＋5冊 

※ 夏休みの開館日・・・ 

       7/21（水）、26（月）～29（木） 9：30～12：00 

6月末までに借りた本は、1学期中に返却してください。特に、返却期限

の過ぎた本をまだ返していない人は、大至急、返却してください。 

返却期限 8/31（火） 

小中学生なら誰にでもある

悩みや不安に答える形で、

歴史に名を残す孔子、ブッ

ダ、福沢諭吉、アドラーなど

の偉人12人の言葉を紹介。 

動植物の違法な

売買等の犯罪を

専門に捜査する

「生きもの係」警

部と一緒に、生き

物の多様性や、

人間を含む生態

系について考えて

みよう。 



書名 著者名

社会格差はどこから？　（あしたのための本） プランテルグループ 361 シ

女の子はどう生きるか　教えて、上野先生！　（岩波ジュニア新書） 上野　千鶴子 367 ウ

女と男のちがいって？　（あしたのための本） プランテルグループ 367 オ

セクシュアルマイノリティってなに？ 日高　庸晴　監修 367 セ

中高生からの防犯　活かそうコミュ力！　（なるにはBOOKS） 武田　信彦 368 タ

わたしが障害者じゃなくなる日　難病で動けなくてもふつうに生きられる世の中のつくりかた 海老原　宏美 369 エ

ビジュアルブック∞障害のある人とともに生きる　目の不自由な人をよく知る本 田中　徹二　監修 369 ビ

福祉用具の図鑑　全2巻 徳田　克己　監修 369 フ

世界を変えた15のたべもの テレサ・ベネイテス 383 ベ

ホントに食べる？　世界をすくう虫のすべて　【文研出版】 内山　昭一　監修 383 ホ

4　自然科学

クレイジーが世界を変えた！！　天才科学者149人列伝 ダン・グリーン 404 グ

星空をつくる　プラネタリウム・クリエーター大平貴之 楠　章子 440 ク

気候変動から世界をまもる30の方法　 国際環境NGO　FoE　Japan編 451 キ

地球温暖化を解決したい　（岩波ジュニアスタートブックス） 小西　雅子 451 コ

気温が1度上がると、どうなるの？　地球の未来を考える K．S．シュライバー 451 シ

知っておきたい　日本の絶滅危惧植物図鑑 長澤　淳一 472 ナ

動物たちが教えてくれる海の中のくらし　（たくさんのふしぎ傑作集） 佐藤　克文 481 サ

はっけん！ニホンヤモリ 関　慎太郎　写真 487 ハ

カラスのいいぶん　人と生きることをえらんだ鳥 嶋田　泰子 488 シ

ハシビロコウのすべて　改訂版　動かなくてカッコいい鳥 今泉　忠明　監修 488 ハ

人生で大事なことはみんなゴリラから教わった 山極　寿一 489 ヤ

キャラでわかる！はじめての免疫図鑑 岡田　晴恵 491 オ

ぱっと見てわかる！はじめての応急手当　全3巻 WILLこども知育研究所編著 492 パ

14歳からの精神医学　新版　心の病気ってなんだろう 宮田　雄吾 493 ミ

5　技術・工業

ユニバーサルデザインでみんなが過ごしやすい町へ　全3巻 白坂　洋一　監修 501 ユ

学校で知っておきたい知的財産権　全3巻 おおつか　のりこ 507 オ

いま「水」を考える　全3巻 沖　大幹　監修 517 イ

SDGsでかんがえよう地球のごみ問題　全3巻 井田　仁康　総合監修 518 エ

6　産業

食卓からSDGsをかんがえよう！　全3巻 稲葉　茂勝 611 イ

今日からなくそう！食品ロス　わたしたちにできること　全3巻 上村　協子　監修 611 キ

13歳からの食と農　家族農業が世界を変える 関根　佳恵 611 セ

7　芸術・スポーツ

知ってた？世界のスポーツルールと歴史 アダム・スキナー 780 ス

8　言語

そうだったのか！四字熟語 ねじめ　正一 814 ネ

13歳からの読解力　正しく読み解き、自分の頭で考えるための勉強法 山口　謠司　 817 ヤ

9　文学

新俳句・季語事典　全5巻 石田　郷子 911 イ

わたしの気になるあの子 朝比奈　蓉子 913 ア

メイドイン十四歳 石川　宏千花 913 イ

（すらすら読める日本の古典〈原文付き〉）平家物語/枕草子/徒然草/おくのほそ道

コンビニたそがれ堂　猫たちの星座　（ポプラ文庫ピュアフル） 村山　早紀 913 ム

少年弁護士セオの事件簿　7　無実の共犯者　【岩崎書店】 ジョン・グリシャム 933 グ

彼方の光 シェリー・ピアソル 933 ピ

魔法つかいの弟子　（世界ショートセレクション） ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ 941 ゲ

怪盗ルパンさまよう死神　（世界ショートセレクション） モーリス・ルブラン 953 ル

E　絵本

富士山にのぼる　増補版 石川　直樹 E イ

ころべばいいのに ヨシタケ　シンスケ E ヨ

分類

913～915

今、地球規模で問題に

なっている人口増加や

温暖化を解決する切り

札として注目されてい

るのが、昆虫食。世界

を見渡すと20億人が

約1900種類の虫を

食べていて、日本でも

長野県などでは昆虫

を食べる食文化が

残っています。 

13歳の少年セオが

法律の知識を駆使

して事件を解決して

いく法廷ミステリー

第7弾。今回は親友

ウッディが強盗事件

に巻き込まれ・・・。セ

オが法の仕組みの

闇に迫る！ 


