
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●新しい本が来ました  

9 月 17 日(金) から借りられます。  

・★は、図書委員図書購入・紹介班が選んだ本です。 

  ・予約もできます 

【知識の本】 

159 多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。続 Ｊａｍ∥マンガ 文 サンクチュアリ出版 

159 多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。正 Ｊａｍ∥マンガ 文 サンクチュアリ出版 

172 日本の神様解剖図鑑 平藤 喜久子∥著 エクスナレッジ 

186 仏像とお寺の解剖図鑑 スタジオワーク∥著 エクスナレッジ 

193 やさしい新約聖書物語 犬養 道子∥著 河出書房新社 

193 やさしい旧約聖書物語 犬養 道子∥著 河出書房新社 

210 日本の装束解剖図鑑 八條 忠基∥著 エクスナレッジ 

210 インスタ映えする戦国時代 スエヒロ∥著 大和書房 

281 戦国武将の解剖図鑑 本郷 和人∥監修 エクスナレッジ 

312 図解でわかる１４歳から知る日本戦後政治史 ｲﾝﾌｫﾋﾞｼﾞｭｱﾙ研究所∥ 太田出版 

329 ガザ、西岸地区、アンマン いとう せいこう∥著 講談社 

367 女性の世界地図 ジョニー シーガー∥著 明石書店 

367 親の期待に応えなくていい 鴻上尚史 小学館 

383 郷土料理のおいしいレシピ東日本編・西日本編   教育画劇 

421 タイムマシンって実現できる？ 二間瀬 敏史∥監修 誠文堂新光社 

430 世界史は化学でできている 左巻 健男∥著 ダイヤモンド社 

440 星空を届けたい 高橋 真理子∥文 ほるぷ出版 

451 目で見る SDGs時代の異常気象のしくみ ｼﾞｭﾃﾞｨｽ ﾗﾙｽﾄﾝ∥著 さ・え・ら書房 

451 図解でわかる 14歳からの脱炭素社会 ｲﾝﾌｫﾋﾞｼﾞｭｱﾙ研究所∥ 太田出版 

451 気温が 1度上がると、どうなるの? K.S.シュライバー∥文 西村書店 

465 世界一やさしい！微生物図鑑 鈴木 智順∥監修 新星出版社 

480 ざんねんないきもの事典 ますます 今泉 忠明∥監修 高橋書店 

481 集めてわかるぬけがらのなぞ 盛口 満∥文 絵 少年写真新聞社 

489 クジラをめぐる冒険 石川 創∥著 旬報社 

489 コウモリの本 ｼｬｰﾛｯﾄ･ﾐﾙﾅｰ∥作 絵 合同出版 

490 こどもホスピスの奇跡 石井 光太∥著 新潮社 

493 感染症とワクチンについて専門家の父に聞いてみた さーたり∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

498 からだにおいしい魚の便利帳 高橋書店編集部∥編 高橋書店 

518 SDGsでかんがえよう地球のごみ問題 1-3 井田 仁康∥総合監修 童心社 

523 日本の建築家解剖図鑑 二村 悟∥著 エクスナレッジ 

596 和食のすべてがわかる本 1-3 服部 幸応∥監修 ミネルヴァ書房 

689 ディズニーハピネスの神様が教えてくれたこと 鎌田 洋∥著 ＳＢクリエイティブ 

689 ディズニーおもてなしの神様が教えてくれたこと 鎌田 洋∥著 ＳＢクリエイティブ 

689 ディズニーそうじの神様が教えてくれたこと 鎌田 洋∥著 ＳＢクリエイティブ 

～9月～ 
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イラスト 紫ベリー 

 

 

パフェねこが、あなたの もやもやした悩みを晴らします！ 

 

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.5 

      校長 小坂 力 / 学校司書 木全 千鶴 
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727 日本の文様解剖図鑑 筧 菜奈子∥文 絵 エクスナレッジ 

761 作曲少女Ｑ 仰木 日向∥著 ヤマハミュージック 

761 作曲少女１ 仰木 日向∥著 ヤマハミュージック 

761 作曲少女２ 仰木 日向∥著 ヤマハミュージック 

767 基礎力で差がつくヴォイストレーニング 大本 京∥監修 メイツ出版 

830 わけがわかる中学英語 学研プラス∥編 学研プラス 

830 英語、苦手かも…？と思ったときに読む本 デイビッド セイン∥著 河出書房新社 

910 平安男子の元気な!生活 川村 裕子∥著 岩波書店 

【よみもの】 
★ 913 人財島 根本 聡一郎∥〔著〕 KADOKAWA  

 913 エリーゼさんをさがして 梨屋 アリエ∥著 講談社 

 913 竜とそばかすの姫 細田 守 角川書店 

 913 窓 小手鞠 るい∥作 小学館 

 913 名探偵コナン 赤井秀一ｾﾚｸｼｮﾝ赤と黒の攻防 青山剛昌∥原作 ｲﾗｽﾄ 小学館 

 913 名探偵コナン 赤井一家ｾﾚｸｼｮﾝ緋色の推理記録 青山剛昌∥原作 ｲﾗｽﾄ 小学館 

 913 名探偵コナン ﾌﾞﾗｯｸｲﾝﾊﾟｸﾄ!組織の手が届く瞬間 青山剛昌∥原作 ｲﾗｽﾄ 小学館 

 913 名探偵コナン 京極真ｾﾚｸｼｮﾝ蹴撃の事件録 青山剛昌∥原作 ｲﾗｽﾄ 小学館 

 913 いらっしゃいませ下町和菓子栗丸堂 3 似鳥 航一∥[著] KADOKAWA 

★ 913 九死一生ゲーム 藤 ダリオ∥作 集英社 

 913 魚服記 太宰 治∥著 立東舎 

 913 地底アパートの最後の訪問者 蒼月 海里∥[著] ポプラ社 

 913 ほたるいしマジカルランド 寺地 はるな∥著 ポプラ社 

 913 心霊探偵八雲 神永 学∥〔著〕 角川書店 

★ 913 怪盗探偵山猫〔１〕-〔５〕 神永 学∥〔著〕 角川書店 

 913 文豪誕生  新紀元社 

 913 瓶詰地獄 夢野 久作∥著 立東舎 

 913 死後の恋 夢野 久作∥著 立東舎 

 913 人間椅子 江戸川 乱歩∥著 立東舎 

 913 押絵と旅する男 江戸川 乱歩∥著 立東舎 

 913 魔術師 谷崎 潤一郎∥著 立東舎 

 913 夜長姫と耳男 坂口 安吾∥著 立東舎 

 913 猫町 萩原 朔太郎∥著 立東舎 

 913 女生徒 太宰 治∥著 立東舎 

 913 葉桜と魔笛 太宰 治∥著 立東舎 

★ 913 １５歳のテロリスト 松村 涼哉∥〔著〕 KADOKAWA 

 913 浜村渚の計算ノート８と 1/2 さつめ 青柳 碧人∥〔著〕 講談社 

 913 浜村渚の計算ノート９さつめ 青柳 碧人∥〔著〕 講談社 

 913 都会のトム＆ソーヤ最強ガイド はやみねかおる 講談社 

★ 913 ウィザードグラス 根本 聡一郎∥著 双葉社 

★ 913 下町ロケット〔４〕ヤタガラス 池井戸 潤∥著 小学館 

 

 

 

 

  これは、4 月から 7 月までの間にみなさんが借りた本の冊数です。 

  図書委員会では、今年度の活動方針の中で数値目標を立てました。 

 

 

 

  4 か月間で、1人平均９.３冊！ 図書委員の頑張りで、目標①は達成できそう？！ 

 

① 年間貸し出し冊数 1人年平均 12冊 （昨年は 10冊） 

② 全校生徒が 1人年間 3冊 借りるようにする 

 
 

イラスト ぼり 

 
６６３２ 

 

「図書委員会だより」 

おすすめの本 

芥川龍之介・太宰治・織田作之助・ 

坂口安吾・中島敦・江戸川乱歩・ 

谷崎潤一郎 

6人のデビュー作・出世作 
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