
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

          
 

☆ 新しい本が来ました       ～10 月 2９日(木)から借りられます～  
           予約受付中 

【知識の本】 

分類 書      名 著  者 出版社 

007 ＡＩエンジニアになるには 丸山 恵∥著 ぺりかん社 

159 本当の「頭のよさ」ってなんだろう？ 齋藤 孝∥著 誠文堂新光社 

186 日本の仏様解剖図鑑 瓜生 中∥著 エクスナレッジ 

186 みるみるつながる仏像図鑑 三宅 久雄∥監修 誠文堂新光社 

210 笑う日本史 伊藤 賀一∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

213 地図と写真でわかる江戸・東京 西東社編集部∥編 西東社 

219 琉球という国があった 上里 隆史∥文 福音館書店 

314 池上彰の中学生から考える選挙と未来 池上 彰∥監修 文渓堂 

314 有権者って誰？ 薮野 祐三∥著 岩波書店 

327 検察官になるには 飯島 一孝∥著 ぺりかん社 

327 行政書士になるには 三田 達治∥編著 ぺりかん社 

333 世界がぐっと近くなるＳＤＧｓとボクらをつなぐ本 池上 彰∥監修 学研プラス 

334 ふるさとって呼んでもいいですか ナディ∥著 大月書店 

361 英語でガイド！世界とくらべてわかる日本まるごと紹介事典 江口 裕之∥著 Ｊリサーチ出版 

361 あなたの不安を解消する方法がここに書いてあります。 吉田 尚記∥著 河出書房新社 

369 わたしが障害者じゃなくなる日 海老原 宏美∥著 旬報社 

375 
高校受験で成功する！ 

中学生の「合格ノート」教科別必勝ポイント５５ 小沢 淳∥監修 メイツ出版 

375 成績が上がる！中学生の「勉強力」アップ術 鳴尾 真平∥著 メイツ出版 

375 勉強脳のつくり方 池谷 裕二∥監修 日本図書センター 

375 マンガでわかる！中学生からの最強の勉強法 坂本 七郎∥著 ナツメ社 

375 青春サプリ。自分がここにいる理由 近江屋 一朗∥文 ポプラ社 

375 青春サプリ。いつだってそこに仲間がいる 日比野 恭三∥文 ポプラ社 

375 青春サプリ。乗り越えられない試練なんてない オザワ部長∥文 ポプラ社 

375 青春サプリ。なりたい自分になれる 田中 夕子∥文 ポプラ社 

375 青春サプリ。自分を変えてくれる場所 安藤 隆人∥文 ポプラ社 

382 開幕！世界あたりまえ会議 斗鬼 正一∥著 ワニブックス 

407 ビーカーくんとすごい先輩たち うえたに夫婦∥著 誠文堂新光社 

420 世界でいちばん素敵な単位の教室 丸山 一彦∥監修 三才ブックス 

神無月
かんなづき
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ようこそ五中図書館へ！ 
 調布市立第五中学校図書館だより 2020 年度 No.7 

      校長 生田目 将 / 学校司書 木全 千鶴 

                                     

2020 図書委員会スローガン 

本 for ALL , ALL for 本 ～本の世界へ さぁ行こう！～ 

木々が色づき始め、秋も深まってきました。 

スポーツの秋、芸術の秋、食欲の秋、読書の秋… 

あなたの秋は、どんな秋？ 

 

 

くだらなくて、笑えて、 

ちょっと役立つ日本史話 

知って 

得する 

勉強方法 

 

部活を題材にした 

感動ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ 
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431 世界でいちばん素敵な元素の教室 栗山 恭直∥監修 三才ブックス 

448 地図帳の深読み 今尾 恵介∥著 帝国書院 

453 地図で見る日本の地震 山川 徹∥文 偕成社 

480 森の物語 ｱｰﾈｽﾄ・ｼｰﾄﾝ∥作 理論社 

491 ｉＰＳ細胞の研究室 志田 あやか∥著 東京書籍 

516 日本珍景踏切 伊藤 博康∥著 創元社 

519 図解でわかる１４歳からの水と環境問題 ｲﾝﾌｫｳﾋﾞｼﾞｭｱﾙ研究所 太田出版 

578 イチからつくるプラスチック 岩田 忠久∥編 農山漁村文化協会 

596 思わず見とれるゼリースイーツ 大越 郷子 誠文堂新光社 

596 和菓子 中村 肇∥著 河出書房新社 

645 正しく知っておきたいﾊﾑｽﾀｰの健康と病気 幸せｻﾎﾟｰﾄﾌﾞｯｸ 山口 俊介∥監修 メイツ出版 

645 まるごとわかる猫種大図鑑 早田由貴子∥監修 学研ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 

689 ディズニーありがとうの神様が教えてくれたこと 鎌田 洋∥著 ＳＢｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 

689 ディズニーサービスの神様が教えてくれたこと 鎌田 洋∥著 ＳＢｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 

694 しくじりから学ぶ１３歳からのスマホルール 島袋 コウ∥著 旬報社 

726 鬼滅の刃をもっと楽しむための大正時代便覧 大正はいから同人会 辰巳出版 

754 素敵にアレンジ マスキングテープをもっと楽しむ本 フィグインク∥著 メイツ出版 

761 ジュニア楽典 山下 薫子∥著 音楽之友社 

775 中学校創作脚本集２０２０ 

 

晩成書房 

780 スポ飯 橋本 玲子∥著 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社 

798 eスポーツのすべてがわかる本 黒川文雄 日本実業出版社 

816 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 飛鳥新社 

 

【よみもの】 

908 どうしてかわかる？ ｼﾞｮｰｼﾞ ｼｬﾉﾝ∥文 晶文社 

911 春夏秋冬を楽しむ俳句歳時記 日下野 由季∥監修 成美堂出版 

913 イマジン？ 有川 ひろ∥著 幻冬舎 

913 朔と新 いとう みく∥著 講談社 

913 地底アパートと幻の地底王国 蒼月 海里 ポプラ社 

913 宮廷神官物語 ９・１０ 榎田 ユウリ ポプラ社 

913 てのひらに未来 工藤 純子∥作 くもん出版 

913 どろぼうのどろぼん 斉藤 倫∥著 福音館書店 

913 レディオワン 斉藤 倫∥著 光村図書出版 

913 えのないえほん 斉藤 倫∥著 講談社 

913 君は月夜に光り輝く 佐野 徹夜∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913 太陽はひとりぼっち 鈴木 るりか∥著 小学館 

913 ５分後に恋の結末 橘 つばさ∥著 学研プラス 

913 小説はたらく細胞 １-３ 清水茜∥原作 ｲﾗｽﾄ 講談社 

913 いらっしゃいませ下町和菓子栗丸堂 似鳥 航一 ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ文庫 

913 きみのために青く光る 似鳥 鶏 KADOKAWA 

913 スベらない同盟 にかいどう 青∥著 講談社 

913 十年屋 ４ 広嶋 玲子∥作 静山社 

eスポーツ、 
知って 
いますか？ 

 

 

 

 

日本全国の 

「踏切ワールド」 

を見てみよう。 

 

 

「必死で知恵絞って想像

すんのが俺たちの仕事だ」 

有川ひろのお仕事小説 

泣ける… 

ﾗﾌﾞｽﾄｰﾘｰ 

続編入りました。 
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913 活版印刷三日月堂 ５ ６ ほしお さなえ∥〔著〕 ポプラ社 

913 みつきの雪 真島 めいり∥作 講談社 

913 (小説) 鬼滅の刃１ ２ 吾峠 呼世晴∥原作 絵 集英社 

913 ビブリア古書堂の事件手帖Ⅱ 三上 延∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913 オオカミの時間 三田村 信行∥著 理論社 

913 ずっと見つめていた 森島 いずみ∥作 偕成社 

913 ばかみたいって言われてもいいよ １-３ 吉田 桃子∥著 講談社 

913 天邪鬼な皇子と唐の黒猫 渡辺 仙州∥作 ポプラ社 

914 ほんとうのリーダーのみつけかた 梨木 香歩∥著 岩波書店 

914 欲が出ました ヨシタケ シンスケ∥著 新潮社 

933 貸出禁止の本をすくえ！ アラン グラッツ∥著 ほるぷ出版 

E じゃない！ チョー ヒカル∥作 フレーベル館 

E 字のないはがき 向田 邦子∥原作 小学館 

 

古典を読もう ～ 人気作家が思い入れ深い古典を読みやすくアレンジしました (岩崎書店) 

百人一首 名木田 恵子∥著  東海道四谷怪談 金原 瑞人∥著 

仮名手本忠臣蔵 石崎 洋司∥著  雨月物語 金原 瑞人∥著 

太平記 石崎 洋司∥著  怪談牡丹灯篭 金原 瑞人∥著 

平家物語 石崎 洋司∥著  東海道中膝栗毛 越水 利江子∥著 

伊勢物語 石崎 洋司∥著  おくのほそ道 那須田 淳∥著 

古事記 那須田 淳∥著  更級日記 浜野 京子∥著 

大鏡 那須田 淳∥著  徒然草 那須田 淳∥著 

今昔物語集 令丈 ヒロ子∥著  落窪物語 越水 利江子∥著 

真景累ケ淵 金原 瑞人∥著  とりかえばや物語 越水 利江子∥著 

 
 

☆この本はいかが？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

山村留学の行人と出会っ

た満希。ふたりの８年にわ

たる感動物語。 

ある日、教育委員会が禁止した本

が図書館から消えた…納得でき

ないエイミー・アンは…？ 

『スベらない同盟』  にかいどう青/著 講談社  913 ニ 

レオは、軽音楽部でギターとボーカル担当、運動も得意な中学 2 年生。クラス

のなかでも上位ポジションにいる。ある日、転校生の藍上
あいうえ

がやってきた。先生

から、どうやらいじめをうけているらしい藍上の力になるように頼まれ、レオ

は藍上と接近するが…ちょっとしたことから崩れる人間関係とクラスカース

ト。転落したレオはどうなる…？ 

思わぬストーリー展開に、伏線を探して読み直すことまちがいなし！  

『じゃない！』  チョーヒカル フレーベル館  Ｅチ 

「これは、きゅうり。…じゃなくて…バナナ？！」 

いろいろな「じゃない」に、あなたは自分の目が信じられなくなる！ 

アートを楽しんでみませんか？ 
 



☆放課後の図書室に 来ませんか？ 

放課後、昇降口左手から図書室に入れるように 

なりました。下校の前に、部活の前に、 

ちょっと立ち寄ってみませんか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆前期図書委員、ありがとう！ 

昼休みのカウンターや図書整理、朝読書の時間の 

クラス読み聞かせなど、前期図書委員は色々な活動を 

してくれました。ありがとう！ 

そして後期に図書委員になった人たち、一緒に図書室を 

盛り上げましょう。どうぞよろしく！ 

 

 

☆『文豪ストレイドッグス』…図書室にあります 
（朝霧カフカ・角川ビーンズ文庫） 

 

主事の五十嵐さんが、入口の 

す
・

の
・

こ
・

を作ってくださいました。 

 

カウンター前には、図書室に来たみんなが切った 

ハロウィン・カボチャが勢ぞろいしています。 

 

 

朝のクラス読み聞かせ風景 

図書室では、『文豪ストレイドッグス』の小説版が

人気です。「太宰治」「国木田独歩」「芥川龍之介」

など、文豪の名前を持つキャラクターたちが異能

力を使って謎に立ち向かい、戦いを繰り広げます。 

 

加えて、「太宰治」が「恥の多い生涯を送ってきま

した」とつぶやくなど、文豪小説から引用したセ

リフも出てきて、これらの本を一緒に借りる人も

います。あなたも読んでみませんか？ 

 

 

さて、この言葉が 

出てくる作品名は何？ 

答えは下に… 

答：『人間失格』（太宰治） 
 


