
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 
          

 

 

新しい本が来ました  ～９/２６（月）貸出開始・予約もできます～ 

【よみもの】 ☆は図書委員購入班が買ったおすすめ本です  ★はリクエストがあった本です 

912 ｽ 菅原伝授手習鑑 金原 瑞人 岩崎書店 

912 ﾍﾞ 弁天小僧 那須田 淳 岩崎書店 

912 ｹ 毛抜 石崎 洋司 岩崎書店 

912 ﾖ 義経千本桜 越水 利江子 岩崎書店 

912 ﾁ 曽根崎心中 近松 門左衛門∥原作 岩崎書店 

913 ｻ 源氏物語解剖図鑑 佐藤 晃子 エクスナレッジ 

913 ｱ 赤と青とエスキース 青山 美智子 PHP研究所 

913 ﾖ 恋愛問題は止まらない 吉野 万理子 小学館 

913 ﾊ マスクと黒板 濱野 京子 講談社 

913 ｺ ミミズクと夜の王 ★ 紅玉 いづき KADOKAWA 

913 ﾊ 美しき愚かものたちのタブロー 原田 マハ 文藝春秋 

913 ｻ 世界は「 」で沈んでいく 櫻 いいよ PHP研究所 

913 ﾊ はじめての 島本 理生 水鈴社 

913 ｽ 落花流水 鈴木 るりか 小学館 

913 ｸ あの子のことは、なにも知らない 栗沢 まり ポプラ社 

913 ｷ 岸辺露伴は戯れない ★ 荒木 飛呂彦∥原作 集英社 

913 ｼ 学園キノ 7 ★ 時雨沢 恵一∥著 KADOKAWA 

913 ﾖ 強制終了、いつか再起動 吉野 万理子 講談社 

929 ｿ アーモンド ★ ソン ウォンピョン 祥伝社 

930 ｷ シャーロック・ホームズの建築 北原 尚彦 エクスナレッジ 

933 ﾁ 小さな手 金原 瑞人∥編訳 岩波書店 

933 ﾊﾞ ルーミーとオリーブの特別な 10か月 ジョーン バウアー 小学館 

933 ﾜ 幸せな王子 オスカー ワイルド 理論社 

933 ﾍ 海を見た日 M.G.ヘネシー 鈴木出版 

949 ﾌ アンネの日記 アンネ フランク あすなろ書房 

953 ｻ 最初の舞踏会 平岡 敦∥編訳 岩波書店 
【知識の本】 
007 プログラマーの一日 保育社 

013 司書の一日 保育社 

019 未来のきみを変える読書術 筑摩書房 

070 新聞の読み方 祥伝社 

104 むかしむかしあるところに、 
哲学者がやってきた。 

高橋書店 

130 哲学の解剖図鑑 エクスナレッジ 

148 陰陽師の解剖図鑑 エクスナレッジ 

二十四節気 
9 月 23 日 

 

 

「暑さ寒さも彼岸まで」 という ことわざを知っていますか。 

信じられないくらい暑かった夏が過ぎ、朝晩の涼しさに 

秋を感じられるこの頃…ふと気付くと、五中図書館の角に 

赤い彼岸花が咲いています。秋のお彼岸ですね。 

心地よいこの季節、テストも終わったところで 

読書は いかがですか？ 

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.４ 

      校長 小坂 力 / 学校司書 木全 千鶴 
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159 ガールズ・ビー・アンビシャス 集英社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 

159 自分の意見で生きていこう ダイヤモンド社 

159 悩んでなんぼの青春よ 筑摩書房 

159 
ミライを生きる君たちへの 
特別授業 岩波書店 

175 ニホンの神様&神社マップ メイツ出版 

175 京都たのしい社寺さんぽ 朝日新聞出版 

202 図説世界の水中遺跡 グラフィック社 

 

ストーリーで 
文楽・歌舞伎
を楽しもう 

ホームズ物語に登場する
建物を探る！ 

卒業２週間前。卒業イベン
トに協力しない「渡和」に、 
クラス委員の美咲は… 



209 世界史探偵コナン 1-12 ★ 小学館 

210 一冊でわかる鎌倉時代 河出書房新社 

210 地図でスッと頭に入る平安時代 昭文社 

210 地図でスッと頭に入る幕末・維新 昭文社 

210 地図でスッと頭に入る戦国時代 昭文社 

210 地図でスッと頭に入る古代史 昭文社 

220 
池上彰のまんがでわかる 
現代史 東アジア 小学館 

230 
池上彰のまんがでわかる 
現代史 欧米 小学館 

291 
地図でスッと頭に入る 47都道
府県 

昭文社 

291 東京のトリセツ 2 昭文社 

291 見つける東京 東京書籍 

292 JK、インドで常識ぶっ壊される 河出書房新社 

320 法は君のためにある 筑摩書房 

324 大人になるってどういうこと? くもん出版 

326 ぼくらの時代の罪と罰 
ﾐﾂｲﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝ
ｸﾞ 

327 少年のための少年法入門 旬報社 

329 国連ファミリー・パーフェクトガイド 新日本出版社 

333 数字でわかる!こども SDGs カンゼン 

375 100年無敵の勉強法 筑摩書房 

375 マイテーマの探し方 筑摩書房 

375 中学生のおうち勉強法入門 実務教育出版 

376 通信制高校を選んだわけ 学びリンク 

385 
イチバン親切なラッピングの教
科書 

新星出版社 

387 京都お守りめぐり 神宮館 

388 妖怪がやってくる 岩波書店 

404 
世界の研究者が調べたすごす
ぎる実験の図鑑 

カンゼン 

407 
ビーカーくんがゆく! 
工場・博物館・実験施設 

誠文堂新光社 

410 数学者図鑑 かんき出版 

451 気象予報士の一日 保育社 

471 植物たちのフシギすぎる進化 筑摩書房 

498 海をわたった母子手帳 旬報社 

538 パイロットの一日 保育社 
 

● この本はいかがですか？ 

 

『JK、インドで常識ぶっ壊される』 熊谷はるか/著 河出書房新社 292ク 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

もしあなたが 海外に暮らす ことになったら？ 

そして、そこが インド だったら…？ 

 

あこがれの「女子高校生」（JK）になるはずだった作者は、中３の

終わりに、親の転勤で突然インドに行くことに。インドといえば、

「カレー」くらいのイメージしか持っていなかった現地での生活

は、カルチャーショックの連続！ 運転手やメイドがいる生活に 

とまどい、町で家族 4人乗りのオートバイに仰天し、市場に鶏肉

を買いに行くと、そこで見たものは…？！！ 

文化の違いに加えて、体感した貧富の差や人種問題など、令和の

JKの目で見たインドを語ります。 

547 10代と考える「スマホ」 岩波書店 

547 ネットの約束 日経 BP ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 

594 
今こそつけたい!ビーズで作る 
リング&アクセサリー191点 ★ ブティック社 

595 理容師・美容師の一日 保育社 

596 つるんと、のどごしのいいおやつ 文化学園文化出版局 

611 農業者になるには ぺりかん社 

611 食品ロスはなぜ減らないの? 岩波書店 

667 さばの缶づめ、宇宙へいく イースト・プレス 

686 日本ローカル鉄道大全 辰巳出版 

726 マンガキャラ配色の教科書 西東社 

754 １２か月の楽しい折り紙 日貿出版社 

771 声優になるには ぺりかん社 

771 
マンガで読める目指せ! 
声優への道 

新星出版社 

778 
文豪ストレイドッグス 
公式国語便覧 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

780 中高生のスポーツハローワーク 学研プラス 

780 スポーツの仕事ってこんなにある ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社 

781 
部活で差がつく!ｼﾞｭﾆｱ選手のため
のストレッチ徹底バイブル 

メイツ出版 

782 
トラック走を極める!陸上競技中
長距離 

メイツ出版 

783 勝つ！卓球ダブルス上達６０のコツ メイツ出版 

783 
部活で差がつく！勝つソフトテニ
ス最強のコツ５５ メイツ出版 

783 
部活で差がつく！勝つ卓球上達
のポイント５０ メイツ出版 

783 
部活で差がつく！勝つバレーボ
ール上達のポイント 60 

メイツ出版 

783 
部活で差がつく!バスケットボー
ル弱点克服マニュアル 

メイツ出版 

796 すごすぎる将棋の世界 マイナビ出版 

798 頭をつかう新習慣!ナゾときタイム 1 NHK出版 

810 一字違いの語彙力 さくら舎 

814 推しことば類語辞典 笠倉出版社 

814 
マンガでおぼえる読解力があが
る対義語・類義語 岩崎書店 

830 なんで英語、勉強すんの? 岩波書店 

911 
大人になるまでに読みたい１５
歳の詩 1-3 

ゆまに書房 

 


