
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 新しい本が来ました   1月 30日（月） から貸し出します。予約も受け付けます。 
 

☆は図書委員会が選んだおすすめ本です ★はリクエスト本です 
【日本文学】  

分類 書     名 作  者 出版社 

913 別冊図書館戦争 1-2 有川 浩 KADOKAWA 

913 竜殺しのブリュンヒルド★ 東崎 惟子 KADOKAWA 

913 化学探偵Ｍｒ．キュリー 1-10 ☆ 喜多 喜久 中央公論新社 

913 密室から黒猫を取り出す方法 ☆ 北山 猛邦 東京創元社 

913 
憧れの作家は人間じゃありません
でした 1-3 ☆ 沢村 御影 KADOKAWA  

913 ONE PIECE FILM RED ☆ 尾田 栄一郎∥原作 集英社 

913 闇祓 ☆ 辻村 深月 KADOKAWA 

913 掟上今日子の備忘録 西尾 維新 講談社 

913 秘密に満ちた魔石館 1-3 ☆ 広嶋 玲子 ＰＨＰ研究所 

913 もののけ屋 1-4 ☆ 廣嶋 玲子 静山社 

913 ドッグ・メーカー☆ 深町 秋生 新潮社 

913 あの子と Q 万城目 学 新潮社 

913 誰か ☆ 宮部 みゆき 文芸春秋 

913 栞と噓の季節 米澤 穂信 集英社 

 
【知識の本】 

069 東京国立博物館 東京国立博物館 吉川弘文館 

209 
アメリカの中学生が学んでいる 
14歳からの世界史 ﾜｰｸﾏﾝﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 

219 マンガ沖縄・琉球の歴史 上里 隆史 河出書房新社 

311 
図解でわかる 14歳から考える民主
主義 ｲﾝﾌｫﾋﾞｼﾞｭｱﾙ研究所 太田出版 

372 6 カ国転校生ナージャの発見 ｷﾘｰﾛﾊﾞ･ﾅｰｼﾞｬ 集英社 

376 
面接官に好印象を与える 
高校入試面接のオキテ 55 常本 浩幸 KADOKAWA 

454 のぞく図鑑穴 宮田 珠己 小学館 

490 未来の医療で働くあなたへ 奥 真也 河出書房新社 

502 世界が驚く日本のすごい科学と技術 左巻 健男 笠間書院 

530 押す図鑑ボタン 西村 まさゆき 小学館 

547 ありあまるファンタジーを Nakamu KADOKAWA  

593 きもの語辞典 岡田 知子 誠文堂新光社 

726 
優しい人には優しい出来事があり
ますように。☆ もくもくちゃん ワニブックス 

811 漢字の使い分け図鑑 円満字 二郎 講談社 

「冬来
きた

りなば春遠からじ」 この言葉を聞いたことがありますか？ 

寒く厳しい冬が来たということは暖かい春は目の前、つまり「つらい時期を耐え抜けば必ずいい時期が

くる」…これは、イギリスの詩人、シェリーの詩の最後の一文です。原文を紹介します。 

If Winter comes, can Spring be far behind ?  …応援しているよ、3年生！ 

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.７ 

      校長 小坂 力 / 学校司書 木全 千鶴 

                              

 

大
寒

だ
い
か
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二十四節気・1 月２０日頃から 

 

『憧れの作家は 

人間じゃありませんでした』 

澤村御影/著 KADOKAWA 

皆さん、憧れの作家さんはいますか？

（私の憧れの作家さんは中山七里さんです。） 

この本は題名の通り、瀬名あさひという

編集者が憧れていた作家である御崎禅

が、人間ではなかったというところから

始まります。そんな瀬名あさひと御崎

禅が、人外絡みの事件を解いていくお話

です。 

また、この本と『准教授高槻彰の推察』

は同じ世界観なので、同一キャラを探

してみるのも面白いですよ。 

この本は短編がいくつか集まったもの

なので、気軽に読めると思います。 

ぜひ読んでみてください。 

図書委員会・図書購入紹介班 

この本はいかがですか？ 



● ビブリオバトル 学年大会 開催 ～1年生～ 

12月に１年生のビブリオバトル学年大会が行われ、以下の 6冊の本について熱く語られました。 

一番多くの人が読みたくなったチャンプ本は 『どうか、彼女が死にますように』 に決定！  

6冊すべて図書館にあるので、気になった本はぜひ読んでください。 

７人のみなさん、新たな本との出会いをつくってくれてありがとうございました。 

 

 

Ａ組・Ｂ組 Ｃ組 Ｄ組 Ｅ組 

つくられた心 
佐藤まどか/ポプラ社 

泣きたい私は 
猫をかぶる 

岩佐まもる/ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

Ｎ 
      道尾秀介/集英社 

どうか、彼女が死に
ますように 
喜友名トト/KADOKAWA 

    

新設のモデル校では、

イジメ防止のアンドロ

イドが 1 クラスに 1 体

配置されている。やが

てクラス内でアンドロ

イド探しが始まり…。

近未来の東京を舞台

に、AI と人間が共存す

る社会を描く。  

「ムゲ」というあだ名

と、想いを寄せる賢人

がくれた「太郎」とい

う名前を持つ美代。太

郎の時はお面の力で猫

になっている。いつし

かムゲは本当の自分と

猫との境界があいまい

になっていき…。同名

アニメ映画をノベライ

ズ。  

「魔法の鼻を持つ犬」

とともに教え子の秘

密を探る理科教師、殺

人事件の真実を摑む

べくペット探偵を尾

行する女性刑事…。1

章おきに上下逆転し

て印刷されている全

6 章。読みたい順番で

読むことで、720 通

りの物語が楽しめる。 

本心を隠して人気者

を演じていた大学生

の夏希。彼に容赦ない

言葉を投げたのは、笑

顔を見せない少女、更

紗だった。夏希は更紗

を笑わせようとする

中、次第に彼女に惹か

れていく。だが、彼女

が笑えないことには

理由があった…。  
    

Ｆ組 Ｇ組  

掟上今日子
おきてがみきょうこ

の備忘録 

西尾維新/講談社 

変な家 

雨穴 飛鳥新社 

 

  

掟上今日子、またの名

を忘却探偵。すべてを

1 日で忘れる彼女は、

事件を (ほぼ )即日解決。

あらゆる事件に巻き込

まれ、常に犯人として

疑われてしまう不遇の

青年・隠館厄介は今日

も探偵を呼ぶ。忘却探

偵シリーズ第 1 弾。  

謎の空間、二重の扉、

窓のない子供部屋、こ

の家、何かがおかしい。

知人が購入を検討して

いる都内の中古一軒家

には「謎の空間」が存

在していた。不可解な

間取りの真相とは。

YouTube で人気の不

動産ミステリー。  

 

内容紹介は TRC図書館ポータルサイトから引用 

自分では選ばないような本に出会えるのが

ビブリオバトルの魅力です。 

イラスト 同調圧力 

 



                
 


