
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆冬休み特別貸出 スタート！ 

１２月 6 日（月）～１２月２3 日（木） 返却日 1 月 14 日（金）  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆中学生におすすめの本リスト「ほんとのであい」を配布します 

  今年も、調布市内 8 校の司書が集まって 

おすすめの本のリストを作りました。 

様々なジャンルの本があります。 

 

 

 

 

 

 

 

☆図書委員企画！ 読書週間（12/6 -23） 始まります  

  ジャンル別おすすめ本の紹介、読み聞かせ、POP 紹介、図書委員新聞、 

クロスワードパズル…。 楽しい企画を用意しています。 

 

～12 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 

December 

 
 

 

 

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.8 

      校長 小坂 力 / 学校司書 木全 千鶴 

                                     

 

ひとり  ７冊まで 

 カード保持者は１０冊まで 

イラスト 37 斗。 
 

ところで、返却が遅れている本  

はありませんか？ 

今学期中に返しましょう！ 
 

イラスト ぼり。 
 

  

タイムマシンがあったら素敵です

ね。では今の科学でどこまで可能な

のでしょう？ 実現に必要な「相対

性理論」「量子論」をやさしく解説

し、その原理を解き明かします。見

開きページで１トピックの説明が

完結するので、１話ずつ読み進める

とあなたも「理系脳」に！ 

タイムマシンがあったら素敵です

ね。では今の科学でどこまで可能な

のでしょう？ 実現に必要な「相対

性理論」「量子論」をやさしく解説

し、その原理を解き明かします。見

開きページで１トピックの説明が

完結するので、１話ずつ読み進める

とあなたも「理系脳」に！  

『タイムマシンって実現できる？』   421 

（誠文堂新光社） 

タイムマシンがあったら素敵ですね。 
では今の科学でどこまで可能なの？ 
実現に必要な「相対性理論」「量子論」
を易しく解説します。 

『紙の心』    973 

ｴﾘｰｻﾞﾌﾟﾘﾁｪｯﾘ ｸﾞｴｯﾗ（岩波書店） 

図書室の本にはさんだ手
紙から、少年と少女の文通
が始まります。2 人の置か
れている環境が徐々に明
らかになり、そして思いが
けない結末が…! 

「あなたの今年を、漢字１文字で表すと？」 

  来室した皆さんが書いてくれたのは… 

「学」「努」は３年生。さすがです。 

他に「笑」「楽」「仲」「無」「本」「変」？？… 

  あなたの今年の漢字は、何ですか？ 

 



☆新しい本がきました １２月１３日（月） から借りられます・予約もできます 

【知識の本】 

007 ディープフェイク 
日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗ
ﾌｨｯｸ社 

019 
あの人が好きって言うから…有名人の愛読書
50 冊読んでみた 

中央公論新社 

019 10 代のための読書地図 本の雑誌社 

031 ニッポン第 1 号ものがたり 講談社 

069 東京マニアック博物館 ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾝﾂ 

069 探検！東京国立博物館 淡交社 

159 世界に勇気と希望をくれたメッセージ 1-4 岩崎書店 

164 世界でいちばん素敵なギリシア神話の教室 三才ブックス 

185 世界でいちばん素敵なお寺の教室 三才ブックス 

209 日本史＆世界史ビジュアル歴史年表 ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾝﾂ 

210 日本史見るだけブック 辰巳出版 

210 地域別×武将だからおもしろい戦国史 朝日新聞出版 

210 日本歴史地図 ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾝﾂ 

210 
絵画と写真で掘り起こす「オトナの日本
史講座」 

祥伝社 

210 世界でいちばん素敵な古代史の教室 三才ブックス 

280 世界は女性が変えてきた 東京書籍 

291 京都のトリセツ 昭文社 

291 東京タイムスリップ 1984↔2021 河出書房新社 

291 地形がわかる東海道五十三次 朝日新聞出版 

291 
ドローン空撮で見えてくる日本の地理
と地形 

実業之日本社 

302 なぜ世界を知るべきなのか 小学館 

302 シリアの戦争で、友だちが死んだ ポプラ社 

312 
世界史と時事ニュースが同時にわかる
新地政学 

朝日新聞出版 

319 池上彰の君と考える戦争のない未来 理論社 

319 SDGs で見る現代の戦争 学研プラス 

319 平和の女神さまへ 平和ってなんですか? 講談社 

361 「ハーフ」ってなんだろう? 平凡社 

367 ひきこもり国語辞典 時事通信出版局 

369 大切な人は今もそこにいる 理論社 

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 

ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾝﾂ 

404 
教科書の外で出会う、ぼくらの身のまわ
りの理科 

河出書房新社 

404 
中学理科がちゃっかり学べる 
ゆる４コマ教室 

学研プラス 

430 世界でいちばん素敵な化学の教室 三才ブックス 

440 宇宙への扉をあけよう 岩崎書店 

450 消滅絶景 
日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗ
ﾌｨｯｸ社 

452 世界でいちばん素敵な海の教室 三才ブックス 

480 １日のおわりにもふもふタイム 大和書房 

486 昆虫記すばらしきフンコロガシ 理論社 

488 世界でいちばん素敵な鳥の教室 三才ブックス 

489 命の境界線 合同出版 

489 クジラの骨と僕らの未来 理論社 

491 
注射器兄弟がマンガで教える!人体のナ
ゾ図鑑 

ﾊﾟﾙｺｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ事
業部 

504 未来をつくる仕事図鑑 1-2 学研プラス 

509 そこに工場があるかぎり 集英社 

518 もしもトイレがなかったら 少年写真新聞社 

523 世界でいちばん素敵な建築の教室 三才ブックス 

526 国立競技場 Construction 河出書房新社 

540 無駄なマシーンを発明しよう! 技術評論社 

596 お菓子はすごい! 柴田書店 

686 いまこそ使いたい時刻表活用術 天夢人 

721 江戸のジャーナリスト葛飾北斎 国土社 

723 国立西洋美術館名画の見かた 集英社 

726 描きたい!!を信じる 集英社 

726 マンガキャラ動作・ポーズ 100 西東社 

748 心震える絶景 
日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨ
ｯｸ社 

760 
1 曲 1 分でわかる!吹奏楽編曲され
ているクラシック名曲集 

音楽之友社 

780 スポーツ観戦を楽しむ本 成美堂出版 

801 世界の「こんにちは」 
日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨ
ｯｸ社 

810 日本語をもっとつかまえろ! 毎日新聞出版 

811 
学校では教えてくれない 
ゆかいな漢字の話 

河出書房新社 

811 難読漢字の奥義書 草思社 

813 岩波国語辞典 岩波書店 

813 明鏡国語辞典 大修館書店 

834 どうぶつ英語フレーズ大集合! 偕成社 

901 
ショートショートでひらめく 
文章教室 

河出書房新社 

911 俳句部、はじめました 岩波書店 

 
【読み物】★ビブリオバトル 2 年クラス代表本 
913 ★カエルの楽園 2020 百田 尚樹 新潮文庫 

913 いちご×ロック 黒川 裕子 講談社 

913 臨床の砦 夏川 草介 小学館 

913 エレジーは流れない 三浦 しをん 双葉社 

913 宮廷神官物語 12 榎田 ユウリ KADOKAWA 

913 
この言葉が、 
きみの呪いを解くのなら 

伊藤 クミコ 講談社 

913 ペッパーズ・ゴースト 伊坂 幸太郎 朝日新聞出版 

913 5 分後に意外な結末 Q 桃戸 ハル 学研プラス 

913 世界から守ってくれる世界 塚本 はつ歌 産業編集ｾﾝﾀｰ 

913 サブマリン 伊坂 幸太郎 講談社 

913 わんダフル・デイズ 横関 大 幻冬舎 

913 その扉をたたく音 瀬尾 まいこ 集英社 

913 図書室の奥は秘密の相談室 櫻井 とりお PHP 研究所 

913 青の読み手 小森 香折作 偕成社 

914 グリーンピースの秘密 小川 糸 幻冬舎 

933 
ロイヤルシアターの 

幽霊たち 

ｼﾞｪﾗﾙﾃﾞｨﾝ  
ﾏｺｯｸﾗﾝ 

小学館 

933 ブラウン神父呪いの書 
ｷﾞﾙﾊﾞｰﾄ  
ﾁｪｽﾀﾄﾝ 

理論社 

941 魔法つかいの弟子 ゲーテ 理論社 

943 道化者 ﾄｰﾏｽ ﾏﾝ 理論社 

943 みずうみ 
ﾃｵﾄﾞｰﾙ  
ｼｭﾄﾙﾑ 

理論社 

953 壁抜け男 ﾏﾙｾﾙ ｴｰﾒ 理論社 

953 怪盗ルパンさまよう死神 ﾓｰﾘｽ ﾙﾌﾞﾗﾝ 理論社 

983 三びきのクマ ﾚﾌ ﾄﾙｽﾄｲ 理論社 

989 五つのパン ｶﾚﾙ ﾁｬﾍﾟｯｸ 理論社 

 

 

それでは、良いお年をお迎えください 

「子どもに語る昔話」シリーズ（こぐま社） 

モンゴル・トルコ・イタリア・北欧 



 


