
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   

☆読書週間・冬休み特別貸出 スタート！ 

１２月１２日（月）～１２月２3 日（金） 返却日  1 月 1３日（金）  

 
 

  

   

 

 

 

 

 

☆新しい本が 来ました 12月 15日（木） から貸し出します・予約もできます 

【９１３日本文学】        ★リクエスト本/ビブリオバトル代表本   の本は少し遅れて入ります 

赤ずきん、旅の途中で死体
と出会う。★ 

青柳碧人 双葉社 

君たちは今が世界（すべ
て） 

朝比奈あす
か 

KADOKAWA 

むかしむかしあるところ
に、やっぱり死体がありま
した。★ 

青柳碧人 双葉社 

よろず占い処陰陽屋 
桜舞う 

天野頌子 ポプラ社 

ラブカは静かに弓を持つ 安壇美緒 集英社 

神と王 1 浅葉なつ 文藝春秋 

雲を紡ぐ 伊吹有喜 文藝春秋 

変な家 ★ 雨穴 飛鳥新社 

奇跡集 小野寺史宜 集英社 

岸辺露伴は叫ばない 荒木飛呂彦 集英社 

#マイネーム 黒川裕子 さ・え・ら書房 

パンに書かれた言葉 朽木 祥 小学館 

恋とシェイクと春休み 神戸遙真 講談社 
恋とシェイクとバレンタ
イン 神戸遙真 講談社 

スネークダンス 佐藤まどか 小学館 

小説すずめの戸締まり 新海 誠 KADOKAWA 

腹を割ったら血が出るだ
けさ 

住野よる 双葉社 

掬えば手には 瀬尾まいこ 講談社 

傑作はまだ 瀬尾まいこ 文藝春秋 
天久鷹央の推理カルテ 
2-5 知念実希人 新潮社 

あの日の交換日記 辻堂ゆめ 中央公論新社 

 

２０２２図書委員会スローガン 図書館革命！～本の世界へ さぁ行こう！～ 

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 2022 年度 No.６ 

      校長 小坂 力 / 学校司書 木全 千鶴 
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二十四節気・1２月 7 日頃 

 ひとり  ７冊 まで 

 カード保持者は１０冊 まで 

冷たい校舎の時は止まる 上・下 辻村深月  講談社 

家族シアター 辻村深月  講談社 

カレーの時間 寺地はるな 実業之日本社 

7.5 グラムの奇跡 砥上裕將 講談社 

図書室のはこぶね 名取佐和子 実業之日本社 

夏休みルーム 
はやみねか
おる 朝日新聞出版 

奇譚ルーム 
はやみねか
おる 朝日新聞出版 

狐霊の檻 広嶋玲子 小峰書店 

千吉と双子、修業をする 廣嶋玲子 東京創元社 
予測不能ショートストーリーズ 
部活動編 

にかいどう 
青 講談社 

それをＡＩと呼ぶのは無理がある 支倉凍砂 中央公論新社 

薬屋のひとりごと 12 日向 夏 
主婦の友イン
フォス 

クスノキの番人 東野圭吾 実業之日本社 

両手にトカレフ 
ブレイディ
みかこ ポプラ社 

キニ子の日記 上・下 間部香代 ＷＡＶＥ出版 

その本は 又吉直樹 ポプラ社 

宙ごはん 町田そのこ 小学館 

保健室経由、かねやま本館。5 松素めぐり 講談社 

N ★ 道尾秀介 集英社 

晴明変生 森谷明子 角川春樹事務所 

 

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！ 

読書週間☆図書委員企画 
期間中、読み聞かせ・本の展示・ 

Book Exchange Meeting など、 

図書館でイベントを行います。 

 

おおっ、図書館に 
行ってみよう！ 

何かいい本、 
ないかなぁ？ 

辻村深月 
デビュー作ミステリー 

おすすめ本リスト「ほんとのであい」 
調布市内 8 校の司書がすすめる本のリストを、

クロームブックにアップします。（図書館では紙

のリストも配布します。）物語だけでなく色々な

ジャンルの本を紹介していますので、本選びの

参考にしてください。 五中生のイラスト入り！ 

 



【詩・外国文学・絵本】 

911 ｵ 作詞少女 ★ 仰木 日向 ヤマハ 

933 ｲ ロボット・イン・ザ・ガーデン デボラ インストール 小学館 

933 ｴ 分解系女子マリー クリス エディソン 小学館 

933 ｸ Ｘの悲劇 エラリー クイーン 東京創元社 

933 ﾃﾞ サヨナラの前に、ギズモにさせてあげたい 9 のこと ベン デイヴィス 小学館 

933 ﾚ サムデイ デイヴィッド レヴィサン 小峰書店 

953 ﾙ 黄色い部屋の秘密 ガストン ルルー 早川書房 

E Y It might be an apple Shinsuke Yoshitake Thames&Hudson  

E Y Can I build another me? Shinsuke Yoshitake Thames&Hudson  

E ﾖ わたしのわごむはわたさない ヨシタケ シンスケ 絵 ＰＨＰ研究所 

 
【知識の本】   

002 ﾏ 学びの技 玉川大学出版
部 

007 ﾏ アルゴリズムがわかる図鑑 技術評論社 

021 ｼﾞ 13 歳からの作権 
メイツユニバ
ーサルコンテ
ンツ 

028 ﾌﾞ 部活動にうちこむ 日外アソシエ
ーツ 

031 ｳ 54 字の物語 Q PHP 研究所 

049 ｵ 
大人も知らない?ふしぎ現象
事典 

マイクロマガ
ジン社 

070 ｼ 
はじめてのニュース・リテラ
シー 筑摩書房 

104 ｲ 言葉を生きる 筑摩書房 

116 ｷ 5 分間思考実験ストーリー 幻冬舎 

141 ｲ 手術をする外科医はなぜ白
衣を着ないのか? 

日経 BP 

159 ｱ 生きのびるための「失敗」入
門 

河出書房新社 

209 ｽﾞ 図説第二次世界大戦 河出書房新社 

210 ｺ 知られざる弥生ライフ 誠文堂新光社 

210 ｺ 知られざる古墳ライフ 誠文堂新光社 

210 ﾆ 日本の合戦解剖図鑑 エクスナレッ
ジ 

210 ﾜ 風刺画が描いた JAPAN 国書刊行会 

233 ｻ 図説イギリスの歴史 河出書房新社 

238 ｸ 図説ロシアの歴史 河出書房新社 

238 ｺ 中学生から知りたいウクラ
イナのこと 

ミシマ社 

275 ｼ イースター島不可思議大全 草思社 

289 ｵ 難民に希望の光を 真の国際
人緒方貞子の生き方 

平凡社 

289 ｷﾞ ルース・ベイダー・ギンズバ
ーグ 

あすなろ書房 

289 ﾋ エレキテルの謎を解け 岩崎書店 

290 ｲ 
読むだけで世界地図が頭に
入る本 

ダイヤモンド
社 

291 ﾖ 
47 都道府県ニッポン学び旅
200 朝日新聞出版 

302 ﾎ 「日本」ってどんな国? 筑摩書房 

304 ｺ 
これから大人になる君たち
へ KADOKAWA 

312 ﾀ 13 歳からの地政学 
東洋経済新報
社 

312 ﾋﾞ 地図とデータで見る国境問
題の世界ハンドブック 

原書房 

314 ｼﾞ 
13 歳からの図解でやさしい
国会 

メイツユニバ
ーサルコンテ
ンツ 

316 ﾁ 地図とデータで見る人権の
世界ハンドブック 

原書房 

337 ｽﾞ 
図解はじめて学ぶみんなの
お金 晶文社 

361 ｶ バナナの魅力を 100 文字で
伝えてください 

かんき出版 

369 ﾌ ひとりでがんばらない! クレヨンハウ
ス 

 

369 ﾛ 支える、支えられる、支え合
う 

岩波書店 

372 ｼ 僕らが学校に行く理由 ポプラ社 

375 ﾁ 中学生のための東大生の勉強
法カタログ 

学研プラス 

378 ﾏ わくわく!納得!手話トーク くろしお出版 

382 ｲ 図説遠野物語の世界 河出書房新社 

410 ﾄ 解きたくなる数学 岩波書店 

430 ﾄﾞ 
ドラえもん探究ワールド身近
にいっぱい!おどろきの化学 小学館 

448 ﾖ 
方向音痴って、なおるんです
か? 交通新聞社 

457 ﾚ よみがえれ、マンモス! 講談社 

467 ｼ 遺伝子の不思議としくみ入門 朝日新聞出版 

480 ｾ 世界一まぎらわしい動物図鑑 小学館 

489 ｸﾞ キリン解剖記 ナツメ社 

490 ｺ 生命倫理のレッスン 筑摩書房 

490 ﾄﾞ 
ドラえもん科学ワールド
special みんなのための医学
入門 

小学館 

492 ﾋ フライトナースの秘密 彩流社 

591 ﾘ 
本当の自由を手に入れるお金
の大学 朝日新聞出版 

596 ｲ 
生き抜くためのごはんの作り
方 河出書房新社 

611 ｲ いのちのバトンをつなぎたい 合同出版 

611 ｲ 食べものが足りない! 旬報社 

645 ﾆ ニャンでかな? 宝島社 

686 ｼ 新幹線のすべて 天夢人 

702 ﾎ 世界をゆるがしたアート 青幻舎インタ
ーナショナル 

726 ｲ いまを生き抜くマンガの言葉 池田書店 

754 ﾓ 
マステで素敵にアレンジ楽し
いギフトと飾りつけ 

メイツユニバ
ーサルコンテ
ンツ 

798 ﾀ すこしずるいパズル １・2 アリス館 

837 ｵ 推し活英語 学研プラス 
 

 

『りんごかも
しれない』 
英語版です 

『「日本」ってどんな国？ 

-国際比較データで社会が見えてくる』 

本田由紀/著 筑摩書房 302 ホ 

家族・学校・友人・経済…。 

日本ってどんな国だろう？

世界各国のデータを日本と

比べると、今まで何となく

「ふつう」と感じていたこと

が、くつがえされます。 

少し難しい新書ですが、リア

ルな日本の現実を知ること

ができます。 

 


