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2 年生が図書室で職業体験。 
延べ４０人が蔵書点検、展示物、ポスター、 

ＰＯＰ等の制作、本の整理、新着本の受け入れ、 

除籍作業など、図書館の仕事を体験しました。 

体験者がきれいに整頓した本棚、制作した新しい 

展示でみなさんをお迎えしています。 

 

今月の本 
 

 

 

 

 

 

Q.「１００万円拾って、警察に届けなかったらどうなるの？」 

 

Ａ.２０年後に２００万円支払うことになる（かも！） 

 なぜそうなってしまうの？かは、読んでみよう。 

 

「法律って大人の世界のことでしょ？」 

いえいえ、とっても身近な問題なのです。 

知っておいてほしい法律のことが実例でわかる本です。 

夏休みの本を 

返しましょう！ 
3 年生は修学旅行までに返しましょう！ 

2 年生は職業体験があったためか、全般に返却が遅れています。 

早めの返却で本の紛失をふせぎましょう。 
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007 気をつけよう！情報モラル 

 
汐文社 

031 もっとくらべる図鑑クイズブック 加藤 由子 小学館 

031 現代用語の基礎知識 ２０１９ 自由国民社 自由国民社 

059 朝日ジュニア学習年鑑 ２０１９ 
 

朝日新聞 

141 「性格」のカラクリ 苫米地 英人 誠文堂新 

152 母の日テスト 母の日テスト製作委員会 祥伝社 

210 学研まんがＮＥＷ日本の歴史 全 16巻 大石 学 学研プラス 

210 教科書に出てくる遺跡と文化財を訪ねる  １～4巻 こどもくらぶ あすなろ書房 

210 写真とデータでわかる平成時代   1～５巻 時事通信社 ポプラ社 

280 ざんねんな偉人伝 真山 知幸 学研プラス 

289 星の旅人 小前 亮 小峰書店 

290 ポプラディアプラス世界の国々 １～５巻 
 

ポプラ社 

304 ニュース年鑑  ２０１９ 池上 彰 ポプラ社 

317 キャリア教育に役立つ！官公庁の仕事 稲継 裕昭 あかね書房 

334 外国人労働者・移民・難民ってだれのこと？ 内藤 正典 集英社 

375 
やる気を出したい人成績を上げたい人のため

の中学の勉強のトリセツ 

梁川 由香 
学研プラス 

376 受験はメンタルトレーニングで打ち勝て！ 浅野 恵子 ぺりかん社 

376 工学部 漆原 次郎 ぺりかん社 

376 医学部 加藤 史子 水王舎 

376 文学部 戸田 恭子 ぺりかん社 

376 看護学部・保健医療学部 松井 大助 ぺりかん社 

376 教育学部 三井 綾子 ぺりかん社 

376 法学部 山下 久猛 ぺりかん社 

410 数学の言葉で世界を見たら 大栗 博司 幻冬舎 

410 数学の秘密の本棚 イアン スチュアート ソフトバンククリエイティ 

410 イアン・スチュアートの論理パズルトレーニング イアン スチュアート 日経ＢＰ社 

410 ほんとうに使える数学  基礎編 芳沢 光雄 実業之日本社 

417 統計ってなんの役に立つの？ 涌井 良幸 誠文堂新光社 

470 日本の野草 矢野 亮 学研 

471 高山植物 大場 達之 学研 

471 日本の有毒植物 佐竹 元吉 学研教育出版 

480 ほろっと泣けるいきもの図鑑 今泉 忠明 学研プラス 

481 危険・有毒生物 篠永 哲 学研教育出版 

487 日本の淡水魚 木村 義志 学研 

新しい本が届きました！ 

『性格のカラクリ』「性格」の正体を

知ることで、自分や他人のありのまま

の姿が見えてくる!「性格」について

の悩みを解決する方法やなりたい自

分になる具体的な道筋を示す。 

『ざんねんな偉人伝』ワガマ

マで評判が悪かったり、得意

なこと以外は何もできなか

ったり…。偉人と呼ばれる人

たちもまた、私たちと同じよ

うに欠点があった。65 人の

偉人たちの「ざんねん」な部

分にスポットライトをあて

て紹介する。 

『ほろっと泣けるいきもの図鑑』鳥なのに 25m 助走しないと飛べないフラミンゴ。モテた

くてかざりが大きく進化したトリケラトプス…。動物、恐竜、植物あわせて 78 種の驚きの

生態を紹介。 

『医学部』をめざす人のための学部案内。医学部

で学ぶことやキャンパスライフ、卒業後の進路な

どを、実際の取材をもとに、わかりやすく説明す

る。教員・学生・卒業生インタビューも収録。 

「なるにはＢＯＯＫＳ」シリーズ。 
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488 ライチョウを絶滅から救え 国松 俊英 小峰書店 

488 日本の野鳥 小宮 輝之 学研教育出版 

538 きちんと知りたい！ドローンメカニズムの基礎知識 鈴木 真二 日刊工業新聞社 

538 きみは宇宙飛行士！ ロウイー ストーウェル 偕成社 

594 ｔａｍ‐ｒａｍのお砂糖みたいな甘い刺しゅう 田村 里香 日本ヴォー 

596 中学生のためのスイーツの教科書 おかやま山陽高校製菓科 吉備人出版 

602 地域の発展につくした日本の近代化遺産図鑑  １～４巻 岩崎書店  

645 ハムスター 大野 瑞絵 誠文堂新光社 

645 日本の家畜・家禽 秋篠宮 文仁  

645 ねこ語辞典 今泉 忠明 学研プラス 

646 文鳥 伊藤 美代子 誠文堂新光社 

646 セキセイインコ セキセイ飼育編集部 誠文堂新光社 

653 花木・庭木 西田 尚道 学研 

657 日本の山菜 高橋 秀男 学研 

657 日本の毒きのこ 長沢 栄史 学研 

666 爬虫類・両生類の飼育環境のつくり方 川添 宣広 誠文堂新光社 

666 メダカ 佐々木 浩之 誠文堂新光社 

709 世界遺産  学研プラス 

725 トリックアート入門 ステファン パブスト グラフィック社 

750 子どものためのニッポン手仕事図鑑 大牧 圭吾 オークラ出版 

754 あじさい折りおりがみ プロジェクトＦ 誠文堂新光社 

754 星と雪の装飾おりがみ 布施 知子 誠文堂新光社 

754 おりがみで作るオーナメント 布施 知子 誠文堂新光社 

754 おりがみで作る箱 布施 知子 誠文堂新光社 

754 包みと袋のおりがみ 布施 知子 誠文堂新光社 

775 寝ても醒めてもタカラヅカ！！ 牧 彩子 平凡社 

778 いつかすべてが君の力になる 梶 裕貴 河出書房新社 

780 スポーツ年鑑  ２０１９ 
 

ポプラ社 

780 オリンピック・パラリンピッククイズ  1巻、２巻 オリパラクイズ研究会 小峰書店 

780 女性アスリートの教科書 須永 美歌子 主婦の友社 

780 これがオリンピックだ 舛本 直文 講談社 

782 伝説のオリンピックランナー“いだてん”金栗四三 近藤 隆夫 汐文社 

813 広辞苑 第７版 新村 出 岩波書店 

910 「文豪」がよくわかる本 福田 和也 宝島社 

911 汚れっちまった悲しみに… 中原 中也 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

911 みだれ髪 与謝野 晶子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

なぜプロペラは 4 つなのか? スマホで操縦でき

る? FPV で飛ばすには…? ドローンの機体や操

縦、飛行等に関するメカニズムを、図やイラスト

を多用してわかりやすく解説。 

『日本の近代化遺産

図鑑』日本の近代化に

貢献した産業・交通・

土木などに係る「近代

化遺産」をイラストや

写真とともに紹介。 

クイズでオリンピックを楽しもう！オリンピック

競技の特徴や歴史、ルール、テクニック、用具、

競技場などに関する 60 問を収録。 

50 人の文豪たちの偉大な

業績の裏に隠された素顔

を、代表作のあらすじや解

説とともに紹介する。 

  

『みだれ髪』恋する女性の美しさを詠んだ与謝

野晶子の歌集。多くの若い詩人や歌人たちに影

響を与えた 399 首を全訳とともに収録。 
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913 地底アパートの迷惑な来客 蒼月 海里 ポプラ社 

913 神様の御用人 8巻 浅葉 なつ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913 パドルの子 虻川 枕 ポプラ社 

913 羊の告解 いとう みく 静山社 

913 宮廷神官物語  6巻 榎田 ユウリ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913 Ｄ坂の殺人事件 江戸川 乱歩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913 ピエタ 大島 真寿美 ポプラ社 

913 探偵は教室にいない 川澄 浩平 東京創元社 

913 バスケの神様 木崎 菜菜恵 集英社 

913 駅伝ランナー １～３巻 佐藤 いつ子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913 さよならドビュッシー前奏曲（プレリュード） 中山 七里 宝島社 

913 東京すみっこごはん １～４巻 成田 名璃子 光文社 

913 午後からはワニ日和 似鳥 鶏 文芸春秋 

913 この川のむこうに君がいる 浜野 京子 理論社 

913 打順未定、ポジションは駄菓子屋前 はやみね かおる 講談社 

913 都会（まち）のトム＆ソーヤ 16巻 はやみね かおる 講談社 

913 船に乗れ！ ２，３巻 文庫 藤谷 治 ポプラ社 

913 ショコラティエ 藤野 恵美 光文社 

913 ５秒後に意外な結末 桃戸 ハル 学研プラス 

913 世にもふしぎな動物園 東川 篤哉 ＰＨＰ研究所 

913 本と鍵の季節 米沢 穂信 集英社 

914 おとな小学生 益田 ミリ ポプラ社 

933 バレエ・シューズ ノエル ストレトフィールド 教文館 

933 ヒイラギ荘の小さな恋 チャールズ ディケンズ 理論社 

933 名探偵ホームズ踊る人形 アーサー コナン ドイル 理論社 

E 高尾山の木にあいにいく ゆのき ようこ 理論社 

E レッド マイケル ホール 子どもの未来社 

648 いのちをいただく 内田 美智子 西日本新聞社 

  

藍晶王子の世継ぎ問題もいよいよクライマックス！

世継のあかしとなる宝剣は行方知れず。代わりのあ

かしを得るため、王子らは神秘の孤島を目指す。そ

して判明する衝撃の事実とは…。 

 

  

『名探偵ホームズ踊る人形』世界一有名な探偵として不動の地位を得ているシャーロ

ック・ホームズ。著者ドイル自身が 1 位に選んだ「まだらの紐」をはじめ、「踊る人

形」など、全 4 編の短編を収録。 

『本と鍵の季節』高校 2 年の図書委員、次郎と詩門は、先輩から亡

くなった祖父が遺した金庫の鍵の番号を探り当ててほしいと言われ

…。図書室に持ち込まれる謎に、ふたりの男子高校生が挑む。 

『バレエ・シューズ』姉妹として育て

られた 3 人の孤児たちは、舞台芸術学

院で学びながら働き、自分の進む道を

選んでいく。3 姉妹の成長と自立を描

く、児童小説の古典的名作。 


