
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●新しい本が来ました  

１１月２２日（月）から借りられます。予約もできます。 

・★は、図書委員図書購入・紹介班が選んだ本です。●はビブリオバトルの本です。 

 

【知識の本】 
167 13歳からのイスラーム 長沢 栄治 監修 かもがわ出版 

320 こども六法の使い方 山崎 聡一郎 弘文堂 

333 武器ではなく命の水をおくりたい 中村哲医師の生き方 宮田 律 平凡社 

369 福祉用具の図鑑 １・２ 徳田 克己 監修 金の星社 

369 オマルとハッサン ｳﾞｨｸﾄﾘｱ ｼﾞｪｽﾐﾝ 合同出版 

376 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ２ ブレイディみかこ 新潮社 

493 ＡＳＤ〈アスペルガー症候群〉、ＡＤＨＤ、ＬＤ女の子の発達障害 宮尾 益知 監修 河出書房新社 

547 だから僕は大人になれない ぺいんと KADOKAWA 

645 ねこほん 卵山 玉子マンガ 西東社 

646 ダチョウはアホだが役に立つ 塚本 康浩 幻冬舎 

813 国語辞典を食べ歩く サンキュータツオ 女子栄養大学出版部 

837 ミステリ仕掛けの英単語 桃戸 ハル 原案 学研プラス 
【よみもの】 
★ 913 六兆年と一夜物語 ＫＥＭＵ ＶＯＸＸ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 913 コンビニたそがれ堂 花時計 村山 早紀 ポプラ社 
 913 僕が僕をやめる日 松村 涼哉 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

● 913 いなくなった私へ 辻堂 ゆめ 宝島社 
 913 薬屋のひとりごと 11 日向 夏 主婦の友ｲﾝﾌｫｽ 

● 913 ギフト 原田 マハ ポプラ社 
 913 総理の夫 原田 マハ 実業之日本社 

 913 零から 0へ まはら 三桃 ポプラ社 
 

913 
妖怪コンビニで、バイトはじめ
ました。 

令丈 ヒロ子 あすなろ書房 

 913 ヨンケイ!! 天沢 夏月 ポプラ社 
 913 みとりねこ 有川 ひろ 講談社 
 913 追憶の烏 阿部 智里 文藝春秋 
 

913 
嚙みあわない会話と、ある過
去について 

辻村 深月  講談社 

 913 沈黙のパレード 東野 圭吾 文藝春秋 
● 913 神のダイスを見上げて 知念 実希人 光文社 
● 913 俺の残機を投下します 山田 悠介 河出書房新社 

 913 マスカレード・ナイト 東野 圭吾 集英社 
● 913 吾輩も猫である 赤川 次郎 新潮社 

 913 夢十夜 夏目 漱石 立東舎 
 913 余命１０年 小坂 流加 文芸社 

～１１月～ 
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イラスト 令和ちゃん。 

 

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.7 

      校長 小坂 力 / 学校司書 木全 千鶴 

                                     

 

イラスト 結衣 

 

アーサー・ランサムの本 
（岩波少年文庫） 
『スカラブ号の夏休み』 上・下 
『シロクマ号となぞの鳥』上・下 
『女海賊の島』上・下 

エーリヒ・ケストナーの本 
（岩波少年文庫） 
『ふたりのロッテ』  
『エーミールと三人のふたご』 
『飛ぶ教室』上・下 
 

 

イギリスを舞台にした 
学校生活ノンフィクション。 
2巻では「息子」は中 2に。 

テストも終わり、ちょっと一息。 
新しい本を読みませんか？ 



ビブリオバトルを楽しもう！ 
１・２年生は、国語の授業で「ビブリオバトル」を行っています。ビブリオバトルとは、自分が大好きな

本の魅力を人に伝えるゲームです。「本を通して人を知る・人を通して本を知る」場でもあります。 

 

ルールは４つ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

今月、2 年生がビブリオバトル学年大会を行いました。以下がクラス代表本です。 

そして、学年チャンプ本は『神のダイスを見上げて』になりました。 

●印は図書室で借りることができます。○印は現在注文中です。 

 

俺の残機を投下します 

山田悠介/ 河出書房新社 

神のダイスを見上げて 

知念実希人/ 光文社 

カエルの楽園 2020 

   百田尚樹/ 新潮社 

ワンダー 
R.J.ﾊﾟﾗｼﾞｵ / ほるぷ出版 

●  ●  ○  ●  

世界一のプロゲーマーを目
指す一輝。しかし 30 歳を
目前にして成績は振るわず
徐々に心も荒んでいく。そ
んな悩める一輝の前に現れ
た謎の 3 人組。一輝は不信
感を露わにするが、彼らの
命を賭けた切実な想いが一
輝の心を溶かし…。 

地球に向けて巨大小惑星ダ
イスが接近中。人類はあと5
日で終わりを迎えるという
中、女子大生の圭子が刺殺
される。高校生の弟・亮は、
ダイスが衝突する「裁きの
刻」前に、自分の手で犯人
を見つけ出そうと暴走する
が…。 

「新しい病気」が流行って
いるのに、2 匹のアマガエ
ルがたどり着いた楽園の地
のカエルたちは、根拠なき
楽観視を続けていた。やが
て病気が広がり始め…。国
難を前に迷走する政治やメ
ディアの愚かしさを浮き彫
りにした「寓話」。 

生まれつき顔に障害がある
オーガストは、10 歳で学校
に通うことになったが、生
徒たちは彼の顔を見て悲鳴
をあげ、じろじろながめ、
やがて避けるようになる。
一方で、オーガストの話を
面白がる同級生は少しずつ
増えていき…。 

    

ギフト 
原田マハ/ ポプラ社 

世界でいちばん素敵な
元素の教室 

森山晋平/ 三才ブックス 

吾輩も猫である 
赤川次郎・新井素子・石田衣良・荻

原浩・恩田陸・原田マハ・村山由佳・

山内マリコ/ 新潮社 

 

●  ●  ●  

なんでもない日々の中、「ギ
フト」はいつも私たちのか
たわらにある-。「この風が
やんだら」「雨上がりの花」
「夏の灯」など、忙しさの
中で見落としている「贈り
物」をテーマにした、珠玉
のショートストーリー集。 

これまでに見つかっている
118 すべての元素を、美し
い風景や鉱石の写真ととも
に紹介する。元素周期表の
知識や、日本で発見された
新元素「ニホニウム」など、
基本的なことから最新情報
までを解説。 

「俺だって猫だもん。名前
はまだニャイ」 赤川次郎、
石田衣良、原田マハら猫好
きの作家 8 名が漱石の「猫」
に挑む! 夏目漱石没後 100
年&生誕150年を記念した
猫アンソロジー。 

 

 

① 発表参加者が、読んでおもしろいと思った本を持って集まる 

② 順番に、１人５分間で 
本を紹介する ③ それぞれの発表の後に、質疑応答を 2-3分行う 

④ すべての発表が終了した後に、「どの本が一番読みたくなったか？」を基準とした 
投票を、参加者全員１票で行い、最多票を集めたものを『チャンプ本』とする 

内容紹介は TRC 図書館ポータ
ルサイトから引用しています。 

 

自分では選ばないよ

うな本に出合えるの

がビブリオバトルの

魅力です。 

読んでみませんか？ 

 

イラスト くも 

 


