
　　　　　　　　　　☆印は寄贈本
書名 著者名

0　総記

クイズで88本ノック　最強クイズ集団からの“謎解き”挑戦状 QuizKnock 031 ク

コロナの時代を生きるためのファクトチェック 立岩　陽一郎 070 タ

1　哲学・宗教

ミライを生きる君たちへの特別授業（岩波ジュニアスタートブックス） ジュニスタ編集部　編 159 ミ

13歳からのイスラーム　【かもがわ出版】 長沢　栄治　監修 167 ジ

2　歴史・地理

ビジュアル版　考古学ガイドブック（シリーズ「遺跡を学ぶ」） 小野　昭 202 オ

☆ 士　サムライ　天下太平を支えた人びと 東京都江戸東京博物館　編著 210 エ

☆ 特別展　江戸の街道をゆく　将軍と姫君の旅路 東京都江戸東京博物館　編著 210 ト

かけはし　慈しみの人・浅川巧 中川　なをみ 289 ア

3　社会科学

こども地政学　なぜ地政学が必要なのかがわかる本 船橋　洋一　監修 312 コ

地政学でわかるわたしたちの世界　【評論社】 ティム・マーシャル 312 マ

青年海外協力隊員になるには（なるにはBOOKS） 益田　美樹 333 マ

武器ではなく命の水をおくりたい　中村哲医師の生き方　【平凡社】 宮田　律 333 ミ

こども手に職図鑑　AIに取って代わられない仕事100 子供の科学　編 366 コ

ギャングを抜けて。　僕は誰も殺さない 工藤　律子 367 ク

親の期待に応えなくていい　【小学館】 鴻上　尚史 367 コ

大切な人は今もそこにいる　ひびきあう賢治と東日本大震災 千葉　望 369 チ

4　自然科学

深掘り！中学数学　教科書に書かれていない数学の話（岩波ジュニア新書） 坂間　千秋 410 サ

分類

 

四中 図書館だより 

    本の森から   令和3年10月号 

調布市立第四中学校 学校司書  

 まもなく音楽祭ですね。連日、みなさんの歌声と

ボディパーカッションのリズムが響いています。 

 四中図書館では、”音楽にまつわる物語” のほか、

生徒会とのコラボ企画でSDGｓ関連の本、投票日

の迫った衆議院議員選挙にちなんで 選挙につい

て考える本を集めて展示しています。 

 新しい本もたくさん入りました。見に来てください。 

新着本 

『13歳からのイスラーム』 

世界人口の1/4を占めるまでになっているイスラム

教徒（ムスリム）の人たちと平和に共存していくた

めには、どうすればいいのか？ マスコミで取り上げ

られるイスラム過激派のイメージに惑わされること

なく、自分の眼で見て、自分の頭で考えるための本。 

パキスタンとアフガ

ニスタンで３５年に

わたって支援活動

を続けた中村哲医

師の、命と平和を大

切にする生き方を

紹介。新聞のインタ

ビュー記事や国会

での発言などから、

支援の在り方や彼

の信念を伝える。 

「親を大切にするこ

と」と「言うとおりに

なること」は別。自分

のための人生を生き

たい人を応援する本。 

『地政学でわかるわたしたちの世界』 

人間はなんで戦争をするの？ どうしてほかの国の土地

をほしがるの？ 豊かな国と貧しい国があるのはどうし

て？ 世界の歴史は、地理や地形が大きな影響を与え

てきた。現在の国際情勢を理解するために、世界の地

域ごとに地理や地形と歴史・政治のポイントを解説。 

”選挙について考えてみよう！ ” 
 SDGｓ関連 展示テーマ 

 ”食品ロス問題 ” 

日本の食品ロスは年間612万トン。

毎日、1人がおにぎり1個分を捨てて

いる!? 食べものは、いのちそのもの。 

私たちをとりまく食の現実を知って、 

いのちの大切さについて考えてみよう。 

 みなさんは、選挙権を持つ18歳

まで3～５年。その時にあわてない

ように、選挙の意義や仕組みを理

解するとともに、本や新聞を読ん

だりニュース番組を見たりして、

日本や世界で起こっていることに

関心を持つことから始めよう！  
井手留美著 

旬報社 
谷隆一著 

ぺりかん社 

池上彰監修 

文溪堂 



書名 著者名

宇宙への扉をあけよう　ホーキング博士の宇宙ノンフィクション ルーシー・ホーキング 440 ホ

地球以外に生命を宿す天体はあるのだろうか？　（岩波ジュニアスタートブックス） 佐々木　貴教 445 サ

グレタ・トゥーンベリ　信念は社会を変えた！　６人のインタビュー① ジェフ・ブラックウェル＆ルース・ホブデイ 451 ト

わいるどらいふっ！　1・2　身近な生きもの観察図鑑 一日一種 460 イ

ぼくたち、わるもの？　きらわれ動物図鑑 ソフィー・コリガン 480 コ

ゾウは足音を立てずに歩く　どうぶつ「生きかた図鑑」 小泉　祐里 480 コ

ますます　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

深海生物　（小学館の図鑑NEO） 藤原　義弘　総合監修 481 シ

学校では教えてくれない自分を休ませる方法 井上　祐紀 498 イ

5　技術・工業

未来をつくる道具　わたしたちのSDGs 川廷　昌弘 519 カ

電車を運転する技術　 西上　いつき 546 ニ

ネット・スマホ攻略術　ネットが最強のパートナーになる（1時間で一生分の「生きる力」①）山崎　聡一郎 547 ヤ

ハギレのアイデア　小さなハギレから作るおしゃれで便利な小物 根本　さやか　ほか 594 ハ

6　産業

図解でわかる　14歳から知る　食べ物と人類の1万年史 インフォビジュアル研究所 611 ズ

食べものから学ぶ世界史　人も自然も壊さない経済とは？（岩波ジュニア新書） 平賀　緑 611 ヒ

山をつくる　東京チェンソーズの挑戦 菅　聖子 650 ス

日本の鉄道365日 櫻田　純　監修 686 ニ

いまこそ使いたい時刻表活用術 木村　嘉男 686 キ

本当に危ないスマホの話　あの時こうしていれば… 遠藤　美季　監修 694 ホ

7　芸術・スポーツ

イラスト映えBOOK　ちょっとしたコツであなたの絵が見違える魅せるイラストのアイデア65 田村　桂一 726 タ

1、2、3色の色えんぴつでイラスト　少ない色数でも、こんなにかわいい絵が描ける！ ふじわら　てるえ 726 フ

映えるデザイン　どこで、誰に、何を見せる？ ARENSKI　編著 727 ハ

☆ 特別展　江戸ものづくり列伝 東京都江戸東京博物館　編著 750 ト

☆ 特別展　江戸のスポーツと東京オリンピック 東京都江戸東京博物館　編著 780 ト

頭をつかう新習慣！　ナゾときタイム 1～3 松丸　亮吾 798 ア

8　言語

校閲記者の目　あらうるミスを見逃さないプロの技術 毎日新聞校閲グループ 810 コ

9　文学

ショートショートでひらめく文章教室（14歳の世渡り術）【河出書房新社】 田丸　雅智 901 タ

俳句部、はじめました　さくら咲く一度っきりの今を詠む（岩波ジュニアスタートブックス） 神野　紗希 911 コ

拝啓パンクスノットデッドさま 石川　宏千花 913 イ

いちご×ロック 黒川　裕子 913 ク

ランペシカ 菅野　雪虫 913 ス

都会（まち）のトム＆ソーヤ　18　未来からの挑戦 はやみね　かおる 913 ハ

夏のカルテット 眞島　めいり 913 マ

零（ゼロ）から0（ゼロ）へ　【ポプラ社】 まはら　三桃 913 マ

みつばちと少年 村上　しいこ 913 ム

闇に光る妖魔　アサギのよぶ声 森川　成美 913 モ

8時15分　ヒロシマで生きぬいて許す心 美甘　章子 916 ミ

わたしは夢を見つづける ジャクリーン・ウッドソン 931 ウ

ミッドナイトギャングの世界へようこそ デイヴィッド・ウォリアムズ 933 ウ

ほんとうの願いがかなうとき バーバラ・オコーナー 933 オ

わたしが鳥になる日 サンディ・スターク‐マギニス 933 ス

宇宙の神秘　時を超える宇宙船（ホーキング博士のスペース・アドベンチャー） ルーシー・ホーキング 933 ホ

ラスト・フレンズ　わたしたちの最後の13日間 ヤスミン・ラーマン 933 ラ

イッカボッグ J．K．ローリング 933 ロ

見知らぬ友 マルセロ・ビルマヘール 963 ビ

E　絵本

アインシュタイン　時をかけるネズミの大冒険 トーベン・クールマン E ク

分類

終戦後まもなく開発が始

まり、昭和３９年に開業し

た東海道新幹線。自分た

ちが作った戦闘機で多く

の若者を死なせてしまった

ことを悔いる、軍出身の技

術者たちが、平和で安全

な乗り物を作ろうと奮闘す

る物語。 

ショートショートを書いてみ

ませんか？ 様々なアイデア

を形にする文章の書き方を

伝授。「ショートショートを書

くことは、文章力、発想力、

論理的思考が磨かれるの

でオススメ！」 


