
　　　　　　　　　　　　★　２０１9年版　掲載図書は、図書室の ”ほんとのであい”　コーナーに展示中！

四中 図書館だより
本の森から 令和2年 7月号

調布市立第四中学校図書館

梅雨空が続いています。生徒のみなさんは期末

考査が終わり、ほっとひと息ですね。

東京都では、新型コロナウイルス感染者が再び

多くなっています。感染拡大防止対策をしながらの

生活をいっそう心がけましょう。

今週から夏休み特別貸出を始めます。新しい本も

※ 8月の面談期間は休館です。

夏休みの開館は今年はありません。

夏休み用の本を借りたい人は、7月

夏休み特別貸出

7/20（月）～31（金）の期間は、

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

“ほんとのであい” にあなたのイラストが載ります！！

調布市立中学校司書による、中学生にすすめる本のリスト “ほんとのであい” に掲載

するイラストを例年どおり募集します。

今年は、新型コロナウイルス感染症の影響で、秋（11月）発行予定です。

<募集作品> 表紙イラスト … １点

カット … ４点

<応募用紙> 各学校図書館に用意してあります。

<応募締切> 9月３０日（水）

詳しくは各学校司書にたずねてください。

選考は中学校司書全員で行います。

調布市立中学校

全８校の共同企画！

※何点でも応募ＯＫ♪

期末考査前に借りた本は、7月末までに返却してください。特に、返却



夏休みにすすめる本

『平和のバトン』

弓狩 匡純/著 くもん出版 319ユ

被爆体験者の記憶を、広島市立基町高校創造表現コースの

生徒たちが油絵に描いて記録する 「次世代と描く原爆の絵」

プロジェクト。

勇気を振り絞って話し始めた証言者と何度も会って話を聞き、

高校生たちは戦争や原爆を見つめなおし、過去の、歴史上の

『素数ゼミの謎』

吉村 仁/著 文藝春秋 486ヨ

アメリカには、13年あるいは17年ごと

に大発生するセミがいる。なぜそんなに

長い間地中にいるのか？ なぜ同じ場所

で大発生するのか？ なぜ13年と17年

なのか？

『サマー・オブ・パールズ』

斉藤 洋/作 日本標準 913サ

中学2年の進は、好きな女の子の誕生日プレゼント

を買うために、ひと夏でお金が必要だった。調布の

進学教室で一緒になったクラスメイトの直美が少し

気になってもいる。

ふとしたはずみで、おじさんからお金を借りて株を

『太陽の子』

灰谷 健次郎/著 角川書店 913ハ

神戸生まれの女の子、ふうちゃんは6年生。両親

は沖縄出身で、戦後、神戸の下町で沖縄料理店を

営んでいる。

最近、父親が心の病で苦しむようになる。店の常

連さんたちに囲まれてきたふうちゃんは、病気の原

『夏の庭』

湯本 香樹実/作 徳間書店 913ユ

山下から、いなかのおばあさんのお葬式に行った

話を聞いたぼくたちは、人が死ぬ瞬間をこの目で

見てみたいと、ひとり暮らしの老人を観察し始めた。

夏休みになり、ぼくらの好奇心は日ごとに高まる

が、不思議と老人は元気になっていくようだ。そして、

いつしか観察は、老人との交流へと変わっていく。

『パンプキン』

令丈 ヒロ子/作 講談社 913レ

同い年のいとこ・たくみが夏休みに、祖父のいる大

阪にやってきた。調べ物をしている彼につきあううち、

小5のヒロカは初めて、パンプキン（長崎に投下され

た原爆と同じ大きさ・重さの、核を持たない爆弾）の

存在と、それらが原爆投下の練習のため日本全国

30都市49か所に落とされた事実を知る。

『ぼくらは小さな逃亡者』

アレックス・シアラー/著 ダイヤモンド社 933シ

ちょっとしたイタズラのつもりで爆弾花火をビルに投げ込んだデーヴィとマイク。

するとビルはたちまち大爆発！ 驚いて逃げ出した二人は、若い男女から、警察に

つかまらないようにかくまってあげると言われ、彼らの車に乗ってしまったが・・・。

『マルセロ・イン・ザ・リアルワールド』

フランシスコ・X・ストーク/作 岩波書店 933ス

17歳の少年マルセロには発達障害があり、小さ

いころから私立の特別な学校に通っている。

最終学年を迎える前の夏休み、リアルな世界を経

験するため、父の法律事務所で働くことになった。

『ジェミーと走る夏』

エイドリアン・フォゲリン/作 ポプラ社 933フ

隣に黒人の家族が引っ越してくると知り、黒人嫌

いの父さんは間に高いフェンスを建てた。

12歳の少女キャスがフェンスのすき間からのぞ



書名 著者名

0　総記

AIとともに生きる未来　全4巻 山田　誠二　監修 007

コンピュータサイエンス図鑑　決定版 クレール・クイグリー 007

やさしくわかるデジタル時代の著作権　全3巻 山本　光 021

1　哲学・宗教

神社のどうぶつ図鑑　[二見書房] 茂木　貞純　監修 175

2　歴史・地理

知られざる弥生ライフ　え？弥生土器なのに縄文がついたものがあるって本当ですか！？ 譽田　亜紀子 210

父さんはどうしてヒトラーに投票したの？　[解放出版社] ディディエ・デニンクス 234

ミイラ学　エジプトのミイラ職人の秘密 タマラ・バウワー 242

地理×文化×雑学で今が見える世界の国々 かみゆ歴史編集部　編 290

ポプラディアプラス日本の地理　全7巻 291

3　社会科学

図解はじめて学ぶみんなの政治 アレックス・フリス 310

人権の世界地図 Andrew　Fagan 316

13歳からの日本外交　それって、関係あるの！？ 孫崎　享 319

平和のバトン　広島の高校生たちが描いた8月6日の記憶 弓狩　匡純 319

10代からのマネー図鑑 マーカス・ウィークス 330

外国人労働者・移民・難民ってだれのこと？ 内藤　正典 334

どうなってるの？税金の使われ方　全3巻 『税金の使われ方』編集委員会　編 345

13歳からの税 三木　義一　監修 345

くらべる世界 おかべ　たかし 361

大人になったらしたい仕事　　3　「好き」を仕事にした35人の先輩たち 朝日中高生新聞編集部　編 366

わたしは女の子だから　世界を変える夢をあきらめない子どもたち ローズマリー・マカーニー 367

世界中の子どもの権利をまもる30の方法　だれひとり置き去りにしない！ 国際子ども権利センター　編 369

世界の難民をたすける30の方法 滝澤　三郎　編 369

となりの難民　日本が認めない99％の人たちのSOS 織田　朝日 369

故郷の味は海をこえて　「難民」として日本に生きる　[ポプラ社] 安田　菜津紀 369

勉強脳のつくり方　親子で学ぼう！脳のしくみと最強の勉強法 池谷　裕二　監修 375

郷土料理のおいしいレシピ全2巻　たべよう！つくろう！47都道府県 383

4　自然科学

実験でわかる科学のなぜ？　AI時代を生きぬく理系脳が育つ コリン・スチュアート 407

ビーカーくんとすごい先輩たち　歴史に残るにはワケがある！ うえたに夫婦 407

クイズ＆パズルでわかる数と図形のナゾ　AI時代を生きぬく算数のセンスが育つ コリン・スチュアート 410

世界をうごかした科学者たち　数学者 フェリシア・ロー　 410

世界をうごかした科学者たち　物理学者 ゲリー・ベイリー　 420

タイムマシンって実現できる？　理系脳をきたえる！はじめての相対性理論と量子論 二間瀬　敏史　監修 421

世界をうごかした科学者たち　化学者 ゲリー・ベイリー 430

宇宙の終わりってどうなるの？　超図解！宇宙のしくみと最新宇宙論がよくわかる 佐藤　勝彦　監修 440

季節のこよみ　きょうはなにして遊ぶ？ 平野　恵理子 449

海は地球のたからもの　全3巻 保坂　直紀 452

分類

新着本

少年ルディの父は、

１９３３年の選挙で

ナチ党に投票し、母

はナチ党には投票し

なかった。その後、ド

イツはヒトラーの独

裁政権となり、戦争

への道を突き進む。

人種差別や弱者へ

の迫害など、事態が

エスカレートしていく

生きたシーラ

カンスをインド

ネシアとアフリ

イヌをはじめ、サルや

ウシなど神社では実

に多くの動物の像が

見られる。古来より神

の使いとされた動物

なぜ国を離れなけ

ればならなかったの

か、どのようにして

日本にたどり着い

たのか…。日本に暮

らす難民が、故郷の

料理をふるまいな

最終学年を迎える前の夏休み、リアルな世界を経

験するため、父の法律事務所で働くことになった。

メール室での仕事を覚え、一緒に働く2つ年上の

ジャスミンとも上手くコミュニケーションを取れるよ

うになったマルセロだが、1枚の写真から事務所の

いの父さんは間に高いフェンスを建てた。

12歳の少女キャスがフェンスのすき間からのぞ

いていると、隣の同い年の少女ジェミーに見つ

かってしまう。言葉を交わすうち、お互いに走ること

が好きだとわかり、父さんに内緒で一緒に走るよ



プラネットアース　イラストで学ぶ生態系のしくみ レイチェル・イグノトフスキー 468

森の物語　シートン　ショートセレクション アーネスト・トンプソン・シートン 480

生きているシーラカンスに会いたい！　[新日本出版社] 岩田　雅光 487

世界をうごかした科学者たち　医学者 サラン・テイラー 490

食生活パーフェクトブック　食事で変わる子どもの未来 上西　一弘　監修 498

書名 著者名

5　技術・工業

ためしてわかる身のまわりのテクノロジー　AI時代を生きぬく問題解決のチカラが育つ ニック・アーノルド 504

工作でわかるモノのしくみ　AI時代を生きぬくモノづくりの創造力が育つ ニック・アーノルド 504

ごみ育　日本一楽しいごみ分別の本 滝沢　秀一 518

わきだせ！いのちの水　日本伝統の上総掘り井戸をアフリカに[フレーベル館] たけたに　ちほみ 518

地球が危ない！プラスチックごみ　全3巻 幸運社　編 519

プラスチックの現実と未来へのアイデア　 高田　秀重監修 519

プラスチック惑星・地球 藤原　幸一 519

宇宙探査ってどこまで進んでいる？　新型ロケット、月面基地建設、火星移住計画まで 寺薗　淳也 538

イチからつくるプラスチック 岩田　忠久　編 578

7　芸術・スポーツ

キャパとゲルダ　ふたりの戦場カメラマン マーク・アロンソン 740

オリンピックをささえるスポーツ・テクノロジー　全3巻 スポーツデザイン研究所　編 780

わかる！応援できる！パラスポーツ事典　パラリンピック夏の22競技 高橋　明　監修 780

スポーツクライミングテクニック＆トレーニング　日本代表ヘッドコーチが教える 安井　博志　監修 786

8　言語

13歳からの「差がつく！言葉えらび」レッスン　きちんと伝わる言い回し450 覚来　ゆか里 809

一字違いの語彙力　肝に命じる？肝に銘じる？弱冠？若冠？ 山口　謠司 810

「言いたいこと」から引ける大和ことば辞典 西谷　裕子　編 813

においと香りの表現辞典 神宮　英夫　編 814

めんどくさがりなきみのための文章教室 はやみね　かおる 816

9　文学

X-01　3　（YA！ENTERTAINMENT） あさの　あつこ 913

アスリーツ　[中央公論新社] あさの　あつこ 913

明日の僕に風が吹く 乾　ルカ 913

54字の物語　史　超短編小説で学ぶ日本の歴史 氏田　雄介　共著 913

54字の物語　ZOO　超短編小説で読むいきもの図鑑 氏田　雄介　編 913

天保の虹　白狐魔記　7 斉藤　洋 913

太陽はひとりぼっち　[小学館] 鈴木　るりか 913

ぼくらの卒業旅行（グランド・ツアー）　（「ぼくら」シリーズ） 宗田　理 913

ぼくらののら犬砦　（「ぼくら」シリーズ） 宗田　理 913

みつきの雪 眞島　めいり 913

名探偵コナン　紺青の拳　（小学館ジュニア文庫） 青山　剛昌　原作 913

名探偵コナン　ゼロの執行人　（小学館ジュニア文庫） 青山　剛昌　原作 913

名探偵コナン　瞳の中の暗殺者 （小学館ジュニア文庫） 青山　剛昌　原作 913

名探偵コナン　紅の修学旅行　（小学館ジュニア文庫） 青山　剛昌　原作 913

蝶の羽ばたき、その先へ 森埜　こみち 913

廉太郎ノオト 谷津　矢車 913

この海を越えれば、わたしは ローレン・ウォーク 933

ブラウン神父呪いの書　チェスタトン　ショートセレクション ギルバート・キース・チェスタトン 933

ぼくの帰る場所 S．E．デュラント 933

橋の下の怪物　ルイスと不思議の時計　8　（静山社ペガサス文庫） ジョン・ベレアーズ 933

魔法博物館の謎　ルイスと不思議の時計　7（静山社ペガサス文庫） ジョン・ベレアーズ 933

スアレス一家は、今日もにぎやか メグ・メディナ 933

分類

カンスをインド

ネシアとアフリ

カ東部で観察

した著者が、

調査の模様や

現地での経験

日本の「上総掘り井戸」をアフリカで実践

した活動は、必要な用具を現地で調達、技

中2でハードル競技に

挫折し陸上部を退部し

た沙耶。親友の花奈に

誘われて、高校では射

撃部に入部する。未知

の競技に戸惑いながら

も花奈と共に練習に励

み、初の練習試合を迎

える。花奈や個性豊かな

中学生になった花実のもと

に、死んだと聞かされてい

た母方の祖母が現れ、しば

らくアパートに居座ることに。

祖母と母との険悪な関係

を初めて知り、とまどいな

がらも何とか良い方向に

いかないかと思うのだが…。

小学校の同級生・三上くん

のその後の物語と、担任

だった木戸先生の子ども

少年ヴィンセントが、自室の絵の舞台となった南



フラミンゴボーイ　[小学館] マイケル・モーパーゴ 933

みずうみ　シュトルム　ショートセレクション テオドール・シュトルム 943

たかが犬、なんて言わないで リブ・フローデ 949

壁抜け男　エーメ　ショートセレクション マルセル・エーメ 953

少年ヴィンセントが、自室の絵の舞台となった南

仏カマルグへの旅の途中、熱でもうろうとしてい

たところを助けてくれたのはロレンゾとケジア。発

達障害のあるロレンゾには動物と話ができる不

思議は力があり、ケジアは、彼らの子どもの頃



夏休みの開館は今年はありません。
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