
書名 著者名

0　総記

青春の本棚　中高生に寄り添うブックガイド 高見　京子 編著 019 タ

1　哲学・宗教

10代の「めんどい」が楽になる本 内田　和俊 159 ウ

パワーブック　世界を変えてやるチカラ【東京書籍】 クレア・サンダース 159 パ

2　歴史・地理

憎しみを乗り越えて　ヒロシマを語り継ぐ近藤紘子 佐藤　真澄 289 コ

日本のパラリンピックを創った男　中村裕　（14歳からの地図）【講談社】 鈴木　款 289 ナ

3　社会科学

なぜ世界を知るべきなのか　（小学館YouthBooks） 池上　彰 302 イ

国際化の時代にいきるためのQ&A　②　ジェンダーってなんのこと？ ジュノ・ドーソン 316 コ

数字でわかる！こどもSDGs　地球がいまどんな状態かわかる本 秋山　宏次郎 監修 333 ス

ネットで見たけどこれってホント？　③　生活のメディアリテラシー 北折　一 361 キ

2030年のハローワーク　5分でわかる10年後の自分 図子　慧 366 ズ

みんなちがってみんなステキ　LGBTの子どもたちに届けたい未来 高橋　うらら 367 タ

「お手伝いしましょうか？」　うれしかった、そのひとこと 高橋　うらら 369 タ

学校、行かなきゃいけないの？　これからの不登校ガイド　（14歳の世渡り術） 雨宮　処凛 371 ア

＃8月31日の夜に。　生きるのがつらい10代のあなたへ NHK「ハートネットTV」編 371 ハ

SDGs時代の国際協力　アジアで共に学校をつくる　（岩波ジュニア新書） 西村　幹子 372 エ

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー　（新潮文庫） ブレイディみかこ 376 ブ

分類

 

四中 図書館だより 

    本の森から   令和3年 9月号 

  調布市立第四中学校 学校司書  

 新型コロナウイルスの感染拡大で、２学期の始業式が

１０日延期になり、その分長くなった夏休み。それぞれに

充実した過ごし方ができたましたか？ 

 緊急事態宣言はまだ解除されていませんが、ようやく通

常授業が始まりました。まだまだ油断できない状況です。

できる限りの感染対策を続けていきましょう！ 

 四中図書館には、夏休み中に新しい本がたくさん入り

ました。ぜひ見に来てください。 

新着本 

個人の力、経済の力、

政治の力など、さま

ざまな視点から力に

ついて考える本。自

分にも、自分や大切

な人たちのために物

事を変えられる力が

あることに気づくこと

ができる。 

類まれな発想

力と強い意志

で、障がい者

の社会復帰と

自立のために

尽くした「日本

パラリンピック

の父」中村裕

医師の生涯。 

 

夏休み特別貸出の本の返却について 
 

  ２学期は、始業式の翌日からオンライン授業となり、今週からようやく通常

授業になりました。 それに合わせて、夏休み特別貸出の本の返却期限を、 

 

       ９月17日（金）まで延長します。 

 

 始業式に返した人もいましたが、まだ手元に持っている人は、期限までに返

却してください。 



書名 著者名

4　自然科学

はじめまして相対性理論　時間ってなに？空間ってなに？ シェダード・カイド＝サラーフ・フェロン 421 フ

はじめまして量子力学　ふしぎがいっぱいミクロの世界 シェダード・カイド＝サラーフ・フェロン 421 フ

もがいて、もがいて、古生物学者！！　みんなが恐竜博士になれるわけじゃないから 木村　由莉 457 キ

生き物が大人になるまで　「成長」をめぐる生物学 稲垣　栄洋 461 イ

池の水なぜぬくの？　外来種を探すだけではない“ほんとうの理由” 安斉　俊 481 ア

サンゴは語る　（岩波ジュニアスタートブックス） 大久保　奈弥 483 オ

電柱鳥類学　スズメはどこに止まってる？　（岩波科学ライブラリー） 三上　修 488 ミ

5　技術・工業

建築家になりたい君へ　（14歳の世渡り術） 隈　研吾 520 ク

6　産業

ダチョウはアホだが役に立つ　【幻冬舎】 塚本　康浩 646 ツ

8　言語

英語、苦手かも…？と思ったときに読む本　（14歳の世渡り術） デイビッド・セイン 830 セ

9　文学

教室に並んだ背表紙　【集英社】 相沢　沙呼 913 ア

お探し物は図書室まで 青山　美智子 913 ア

青春ノ帝国 石川　宏千花 913 イ

犬がいた季節 伊吹　有喜 913 イ

チョコレートのおみやげ 岡田　淳 913 オ

卒業旅行 小手鞠　るい 913 コ

庭 小手鞠　るい 913 コ

カレーライス　教室で出会った重松清　（新潮文庫） 重松　清 913 シ

私立五芒高校恋する幽霊部員たち 谷口　雅美 913 タ

旅する54字の物語　超短編小説で読む47都道府県 氏田　雄介 編著 913 タ

すらすら読める日本の古典〈原文付き〉　竹取物語 長尾　剛 913 タ

カイトとルソンの海　【小学館】 土屋　千鶴 913 ツ

水を縫う 寺地　はるな 913 テ

野原できみとピクニック 濱野　京子 913 ハ

都会（まち）のトム＆ソーヤ　17　逆立ちするライオン　（YA！ENTERTAINMENT） はやみね　かおる 913 ハ

総理の夫　新版　（実業之日本社文庫） 原田　マハ 913 ハ

ギフト　（ポプラ文庫） 原田　マハ 913 ハ

日向丘中学校カウンセラー室 まはら　三桃 913 マ

ドキュメント 湊　かなえ 913 ミ

透明な耳。 村本　大志 913 ム

シグナル 山田　宗樹 913 ヤ

ボーダレス・ケアラー　生きてても、生きてなくてもお世話します 山本　悦子 913 ヤ

強制終了、いつか再起動 吉野　万理子 913 ヨ

窓ぎわのトットちゃん　（講談社文庫） 黒柳　徹子 914 ク

子どもに語る　アラビアンナイト 西尾　哲夫　訳・再話 929 コ

チェリーシュリンプ　わたしは、わたし ファン　ヨンミ 929 フ

ブラックホールの飼い方 ミシェル・クエヴァス 933 ク

春のウサギ ケヴィン・ヘンクス 933 ヘ

橋の上の子どもたち　【講談社】 パドマ・ヴェンカトラマン 933 ベ

神さまの貨物 ジャン＝クロード・グランベール 953 グ

E　絵本

にげてさがして　【赤ちゃんとママ社】 ヨシタケ　シンスケ E ヨ

分類

２０年以上もダ

チョウの研究を

続きてきた著者

は、世界に先駆

けて新型コロナ

ウイルス抗体精

製に成功。ダチョ

ウのアホッぷりに

くすっと笑いつつ、

並外れた免疫力

を持つダチョウ

パワーをのぞい

てみよう。 

図書室の司書・しおり先生との関わりから読

書と出会い、未来への不安や今の自分の苦

しさ・悩みから少し解放されていく少女たち

の心模様を描いた6つの連作短編集。 

瀬戸内海で水軍が活躍して

いた時代。能島の少年カイト

の家に、村上水軍に連れてこ

られた奴隷の少年・ルソンが

預けられた。カイトは丁寧に言

葉を教え、寺での手習いも一

緒に通った。ある日、島のわん

ぱくたちが、ぼろ船で海に出

ようと計画。カイトとルソンは

必死に止めようとするが・・・。 

インドの１１歳の少

女ヴィジは、父の暴

力から逃れるため、

障害のある姉ラクと

ともに家を出て、橋

の上でホームレスと

して暮らし始める。

同じ橋の上で暮ら

す少年アルルとム

トゥと一緒にゴミの

山でゴミを拾い生

活をするが・・・。 

生きるため「逃げる」ことを選ん

でもいい。「逃げる」とは、居心

地の良い場所を探しに行くため

に、この場を離れること。「にげ

るために、さがすために、きみの

あしは、ついている」 


