
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆新しい本がきました １月 2７日（木） から借りられます・予約もできます 

【図書委員セレクション・新着本】 

分類 書  名 著  者 出版社 

210 日本史探偵コナン 1-12 青山 剛昌∥原作 小学館 

469 名探偵コナン推理ファイル人類の謎 青山 剛昌∥原作 小学館 

913 屍人荘の殺人 今村 昌弘∥著 東京創元社 

913 仮面病棟 知念 実希人∥著 実業之日本社 

913 僕は何度でも、きみに初めての恋をする。 沖田 円∥著 スターツ出版 

913 ラスト・ゲーム 高倉 かな∥著 スターツ出版 

933 ＭＩＮＥＣＲＡＦＴはじまりの島 ﾏｯｸｽ ﾌﾞﾙｯｸｽ 竹書房 

【図書委員セレクション・蔵書】 

547 だから僕は大人になれない ぺいんと KADOKAWA 

913 容疑者 X の献身 東野 圭吾 文芸春秋 

913 マスカレード・ナイト 東野 圭吾 集英社 

913 よるのばけもの 住野よる 双葉社 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【読み物】 

９１３ わたしの気になるあの子 朝比奈 蓉子∥作 ポプラ社 

９１３ 神保町・喫茶ソウセキ文豪カレーの謎解きレシピ 柳瀬 みちる∥著 宝島社 

９１３ 陽気なギャングは三つ数えろ 伊坂 幸太郎∥著 祥伝社 

９１３ 宮廷神官物語 １１ 榎田 ユウリ∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

９１３ 僕らは風に吹かれて 河邉 徹∥著 ステキブックス 

９１３ 空ニ吸ハレシ１５ノココロ 園田 由紀子∥著 PHP ｴﾃﾞｨﾀｰｽﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 

９３３ ラスト・フレンズ ﾔｽﾐﾝ ﾗｰﾏﾝ 静山社 

９３３ ミッドナイトギャングの世界へようこそ ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ ｳｫﾘｱﾑｽ 小学館 

９６３ 見知らぬ友 ﾏﾙｾﾙ ﾋﾞﾙﾏﾍｰﾙ 福音館書店 

９８３ 子どもに語るロシアの昔話 伊東 一郎∥訳 再話 こぐま社 
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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.9 

      校長 小坂 力 / 学校司書 木全 千鶴 

                                     

イラスト 夏鮭 
 

年が明け、受験シーズン到来ですね。 

いろいろと心配事も多い状況ですが、 

何とか乗り越えて…と祈る毎日です。 

3 年生がんばれ！心から応援しています。 

図書委員・本購入紹介班が選んだ本です。 

紹介文とともに、図書室に展示します。 

名探偵コナンの学習コミック、 

知念実希人さんの作品など、話題本です。 

 

  
 

がんばれ３年生！ 



【絵本】   

E あんなにあんなに ヨシタケ シンスケ∥著 ポプラ社 

E 街どろぼう junaida∥著 福音館書店 

E しにがみさん 野村 たかあき∥作 絵 教育画劇 

E ぜつぼうの濁点 原田  宗典∥作 教育画劇 

E じゅんびはいいかい？ 末吉 里花∥文 山川出版社 

 

【知識の本】 
分類 書名 出版社 

034 地球で暮らすきみたちに知ってほしい 50 のこと 晶文社 

069 見たい！知りたい！博物館はうら側もすごい！ ＷＡＶＥ出版 

159 ミライの武器 サンクチュアリ出版 

159 １３歳から分かる！７つの習慣 日本図書センター 

210 テーマ別で読むと驚くほどよくわかる日本史 PHP ｴﾃﾞｨﾀｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

233 ストーンヘンジ 創元社 

281 殿様は「明治」をどう生きたのか 扶桑社 

281 殿様は「明治」をどう生きたのか １・２ 扶桑社 

281 ドタバタ関ケ原 柏書房 

290 世界 246 の首都と主要都市 地球の歩き方 

290 世界なんでもランキング 地球の歩き方 

290 世界のダンジョン ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 

291 くらべる京都 東京書籍 

291 東京のトリセツ 昭文社 

333 やさしい英語で SDGs! 合同出版 

335 図解はじめて学ぶみんなのビジネス 晶文社 

366 こども手に職図鑑 誠文堂新光社 

367 図解でわかる 14 歳からの LGBTQ+ 太田出版 

368 みんなはアイスをなめている 講談社 

369 わかな十五歳 ﾐﾂｲﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 

369 スマホで防災 ジャムハウス 

407 なぜ私たちは理系を選んだのか 岩波書店 

407 身近なものでふしぎな科学実験 誠文堂新光社 

430 図解身近にあふれる「化学」が３時間でわかる本 明日香出版社 

431 図解身近にあふれる「元素」が 3 時間でわかる本 明日香出版社 

440 世界でいちばん素敵な夜空の教室 三才ブックス 

451 地球温暖化を解決したい 岩波書店 

453 地震はなぜ起きる? 岩波書店 

461 命のものさし 合同出版 

468 おもしろミクロ生物の世界 偕成社 

472 高尾山に咲く花 有隣堂 

480 動物園めぐり Ｇ．Ｂ． 

480 水族館めぐり Ｇ．Ｂ． 

482 固有種が教えてくれること １－３ 金の星社 

596 チョコレートスイーツＢＯＯＫ KADOKAWA 

686 京王電鉄沿線アルバム ｱﾙﾌｧﾍﾞｰﾀﾌﾞｯｸｽ 

706 東京のミュージアム１００ 新潮社 

706 国立西洋美術館の名作 国立美術館 

706 東京ミュージアムガイド 朝日新聞出版 

726 いつでも君のそばにいる 講談社 

726 イラスト映え BOOK 翔泳社 

813 
「言いたいこと」から引ける慣用句・ことわざ・四
字熟語辞典 

東京堂出版 

816 文章を読む、書くのが楽しくなっちゃう本 朝日新聞出版 

829 韓国語単語イラストＢＯＯＫ ナツメ社 

830 中学英語から始める洋書の世界 青春出版社 

 

 
イラスト 鴉 mask 

 

 

中学英語で SDGｓを 
語ろう！ 
QR コードでネイティブ 
の音読を聞くことが 
できます。 

 

 

 

本で世界旅行を！ 
世界の首都を雑学とともに紹介。 
なんでもランキングで 
諸国の意外な一面を知ろう。 

 

福島の中 3が、 
卒業式だった 
3.11を語る。 

コロナ禍の動物園・水族館。 
非常事態の中、平常を保とうと
がんばる飼育員さんと、動物た
ちの写真集です。 



 


