
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 
          

 

新しい本が来ました  ～6/21（月）貸出開始・予約もできます～ 

 ★印は、学校図書助成寄贈図書です。SDGｓ入門セットになっています。 
伝記・法律・芸術・女性問題など、さまざまな切り口から社会を考えてみませんか？ 

 ♡印は、昨年度の図書委員購入班が選んだ本です。 

 
【知識の本】 
 分類 書    名 著   者 出版社 

★ 002 なんのために学ぶのか 池上 彰∥著 ＳＢクリエイティブ 

★ 019 明日の自分が確実に変わる１０分読書 吉田 裕子∥著 集英社 

★ 028 マンガでわかる世界の名著 ＮＨＫ「１００分ｄｅ名著」制作班 ＳＢクリエイティブ 

♡ 049 つい他人（ひと）に自慢したくなる無敵の雑学〔１〕 なるほど倶楽部∥編 角川書店 

♡ 049 つい他人（ひと）に自慢したくなる無敵の雑学 2 なるほど倶楽部∥編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

★ 104 １４歳の教室 若松 英輔∥著 ＮＨＫ出版 

★ 114 最後の講義完全版 １０００年後のロボットと未来 石黒 浩∥著 主婦の友社 

♡ 145 わかっていても騙される錯覚クイズ 杉原 厚吉∥著 大和書房 

 
213 ふるさと東京今昔散歩第１巻 坂崎 幸之助∥著 ﾌｫﾄ･ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 

♡ 222 入門こんなに面白かった三国志 渡邉 義浩∥著 大和書房 

★ 280 ＷＯＭＥＮ ｷｱﾗ ﾊﾞｽｸｱﾚｯﾃｨ ｼﾞｮﾝｿﾝ ポプラ社 

★ 289 文字の読めないパイロット 高梨 智樹∥著 イースト・プレス 

★ 289 ある奴隷少女に起こった出来事 1 ハリエット Ａ．ジェイコブズ∥ 双葉社 

 
291 うっかり鉄道 能町 みね子∥〔著〕 幻冬舎 

★ 309 抗議するアートグラフィックス ジョー リッポン∥著 グラフィック社 

★ 316 ふらっとライフ ふらっと教育パートナーズ∥ 北樹出版 

★ 319 きみのまちに未来はあるか？ 除本 理史∥著 岩波書店 

★ 320 １８歳までに知っておきたい法のはなし 神坪 浩喜∥著 みらいﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 

★ 320 おとめ六法 上谷 さくら∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 
320 人権と自然をまもる法ときまり 2 笹本 潤∥法律監修 大月書店 

 
320 人権と自然をまもる法ときまり 3 笹本 潤∥法律監修 大月書店 

 
334 となりの外国人 芹沢 健介∥著 マイナビ出版 

★ 345 １３歳からの税 三木 義一∥監修 かもがわ出版 

★ 351 統計から見えてくる世界のﾐﾗｲ 井田 仁康∥監修 学研プラス 

♡ 367 夜回り先生 水谷 修∥著 小学館 

★ 368 これからの男の子たちへ 太田 啓子∥著 大月書店 

★ 368 それでも生きる 石井 光太∥著 筑摩書房 

★ 369 わたしの身体はままならない 石田 祐貴∥〔ほか〕著 河出書房新社 

★ 376 できちゃいました！フツーの学校 富士晴英とゆかいな仲間たち 岩波書店 

★ 380 勉強が楽しくなっちゃう本 ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ∥著 朝日新聞出版 

★ 404 なぜ学ぶのか 板倉 聖宣∥著 仮説社 

★ 452 １３歳からの環境問題 志葉 玲∥著 かもがわ出版 

 

～6月～ 

 

2021図書委員会スローガン   図書室革命！本とみんなの架け橋に 

June 
 

 

雨が続く季節になりましたが、 

日によっては猛暑になることも… 

暑さに疲れたら、図書室へどうぞ！ 

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 2021年度 No.3 

      校長 小坂 力 / 学校司書 木全 千鶴 

                                     

 
「男らしさ」から
ラクになろう 

 

歴史書 
（正史） 
としての 
三国志 

立ち上がる 
世界の若者たち 



★ 460 
最後の講義完全版  
どうして生命にそんなに価値があるのか 

福岡 伸一∥著 主婦の友社 

♡ 480 ずるいいきもの図鑑 今泉 忠明∥監修 宝島社 

★ 482 海の極小！いきもの図鑑 星野 修∥著 築地書館 

★ 482 私たちが食べる動物の命と心 バーバラ Ｊ．キング∥著 緑書房 

★ 489 アホウドリからオキノタユウへ 長谷川 博∥著 新日本出版社 

★ 491 からだと病気のしくみ講義 仲野 徹∥著 ＮＨＫ出版 

★ 492 どこからが病気なの？ 市原 真∥著 筑摩書房 

★ 494 感染症はぼくらの社会をいかに変えてきたのか 小田中 直樹∥著 日経ＢＰ 

★ 502 エネルギーの物語 マイケル Ｅ．ウェバー∥著 原書房 

★ 519 ひと目でわかる地球環境のしくみとはたらき図鑑 トニー ジュニパー∥著 創元社 

★ 519 未来をつくる道具わたしたちのＳＤＧｓ 川廷 昌弘∥著 ナツメ社 

★ 519 海洋プラスチック 保坂 直紀∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

★ 519 海洋プラスチックごみ問題の真実 磯辺 篤彦∥著 化学同人 

★ 520 英国貴族、領地を野生に戻す イザベラ トゥリー∥著 築地書館 

★ 548 ドラえもんを本気でつくる 大沢 正彦∥著 ＰＨＰ研究所 

★ 591 サイフの穴をふさぐには？ オロゴン∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

★ 596 海を渡った故郷の味 難民支援協会∥編著 トゥーヴァージンズ 

★ 617 ぼくは６歳、紅茶プランテーションで生まれて。 栗原 俊輔∥著 合同出版 

 
693 風景印でめぐる江戸・東京散歩 古沢 保∥著 日本郵趣出版 

★ 699 希望、きこえる？ 栄谷 明子∥著 汐文社 

 
726 マーベル空想科学読本 柳田 理科雄∥著 講談社 

★ 726  最初に夜を手ばなした 椿 冬華 マガジンハウス 

★ 748 チキュウニウマレテキタ 小西 貴士∥著 風鳴舎 

★ 783 わたしはオオカミ アビー ワンバック∥著 海と月社 

★ 807 わたしの外国語漂流記 河出書房新社∥編 河出書房新社 

 
 
 
【よみもの】 

 
913 オルタネート 加藤 シゲアキ∥著 新潮社 

 
913 あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 汐見 夏衛∥著 スターツ出版 

 
913 シアター！〔１〕 有川 浩∥〔著〕 ｱｽｷｰ･ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ 

 913 よろず占い処陰陽屋と琥珀の瞳 天野 頌子∥〔著〕 ポプラ社 

 
913 たまごのはなし しおたに まみこ∥作 ブロンズ新社 

 
913 ドキュメント 湊 かなえ∥著 KADOKAWA 

 
913 今昔物語集 角川書店∥編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

♡ 913 思い、思われ、ふり、ふられ 咲坂 伊緒∥原作 集英社 

 
913 新謎解きはディナーのあとで 東川 篤哉∥著 小学館 

 
913 麦本三歩の好きなもの第 1集 住野 よる∥[著] 幻冬舎 

 
913 青くて痛くて脆い 住野 よる∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 
913 竹取物語 角川書店∥編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 
913 平家物語 角川書店∥編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 
913 夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく 汐見 夏衛∥著 スターツ出版 

 
913 四畳半タイムマシンブルース 上田 誠∥原案 森見登美彦 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 
913 有頂天家族〔２〕 森見 登美彦∥著 幻冬舎 

★ 914 おいしくて泣くとき 森沢 明夫∥〔著〕 角川春樹事務所 

 
914 徒然草 吉田 兼好∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 
914 方丈記 鴨 長明∥〔著〕 角川学芸出版 

 
933 イッカボッグ Ｊ．Ｋ．ローリング∥著 静山社 

 
933 オール★アメリカン★ボーイズ ジェイソン レノルズ∥著 偕成社 

 
933 クララとお日さま カズオ イシグロ∥著 早川書房 

♡ 949 ハリネズミの願い トーン テレヘン∥著 新潮社 

 
E にげてさがして ヨシタケ シンスケ∥著 赤ちゃんとママ社 

 
E マララのまほうのえんぴつ マララ ユスフザイ∥作 ポプラ社 

 

 

森見登美彦ファンは 

ぜひ読んでね！ 

 

今までと作風が異なる、

住野よるのお仕事小説 

 

高校生限定のマッチングアプリ「オルタネート」が必須の時代。

3人の高校生がオルタネートを通じて、人とどう向き合うのか？ 

 

ＮＨＫ番組 
「最後の講義」より 


