
                               

  

  

 

                               

 

 

   

 

  

 

分類 書  名 著者名 出版社

007 コンピュータサイエンス図鑑　決定版 クレール・クイグリー 創元社 プログラミング、ソーシャルメディア、デジタル時代の課題など

031 しつもん！ドラえもん　教えて！国際社会編

031 しつもん！ドラえもん　教えて！スポーツ編

159 汐文社 スポーツ・芸能界の著名人の名言50

159 汐文社 文学界・芸術界の著名人の名言50

159 汐文社 科学者や冒険家、起業家の名言50

213 都心から行ける日帰り古墳 ワニブックス 関東1都6県の古墳と古墳群102を紹介

280 ちゃんと知りたい歴史に輝く女性たち 榎本　秋編著 清水書院 歴史上活躍した女性たち81人を時代順に紹介。

289 日本のパラリンピックを創った男　中村裕 鈴木　款 講談社
1964東京パラリンピックを成功に導いた
“日本パラリンピックの父”中村裕の生涯

290
パイインター
ナショナル 世界各地のふしぎな自然・建築物50カ所

302 義足と歩む ルワンダに生きる日本人義肢装具士 松島　恵利子 汐文社
ルワンダ大虐殺で手や足を奪われた人たちに
義足を配付する活動を続けている真美さん。

317 ドッグトレーナーになりたいきみへ
トイプードルの警察犬アンズを育てた指導士の物語

鈴木　博房 岩崎書店
13頭の警察犬を育てた著者が、警察犬指導士
の仕事や、なり方を教える。

319 13歳からの日本外交 それって、関係あるの！？ 孫崎　享 かもがわ出版 中・高生向けに、日本外交のあるべき姿を解説

327 名作裁判　あの犯人をどう裁く？ 森　炎 ポプラ社
「容疑者Xの献身」「罪と罰」など文学・映画の中の犯罪に、
元裁判官が判決を下す。中高生のための裁判入門書。

329 紛争地の看護師 白川　優子 小学館
イラク、シリア、パレスチナなどで活動した「国境なき
医師団」看護師が生と死の極限を綴る。

330 親子で学ぶお金と経済の図鑑 技術評論社 お金の歴史、電子マネー、保険、税金などを、イラストや図表で解説

334 ふるさとって呼んでもいいですか
6歳で「移民」になった私の物語

ナディ 大月書店
6歳のときに、出稼ぎ労働目的の両親とともにイランから
来日した著者が、これまでの歩みを綴る。

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
外国人労働者・移民・難民とは？
彼らとどう接したらいいのか。

366 しごとば　やっぱり 鈴木　のりたけ ブロンズ新社　
プロサッカー選手、恐竜学者、プログラマー
などの仕事場をイラストで再現

367
どうなってるんだろう？子どもの法律
　一人で悩まないで！　PART2

山下　敏雅編著 高文研
学校・家・職場のこまりごとについての
30の質問に弁護士が答える。

369 わたしが障害者じゃなくなる日　難病で動けなく
てもふつうに生きられる世の中のつくりかた

海老原　宏美 旬報社
難病をかかえながら、周囲の人たちの
サポートで積極的に生きる著者からのメッセージ。

369
世界中の子どもの権利をまもる30の方法
　だれひとり置き去りにしない！

国際子ども権利
センター編 合同出版

国際理解・権利学習の入門書
SDGsを実践的に学べるヒントが満載。

369
「お手伝いしましょうか？」
うれしかった、そのひとこと

高橋うらら文，
深蔵絵 講談社

目の不自由な人、車いすの人、ベビーカー…。
お手伝いの仕方を、イラストや写真で解説

402 科学者の目　新版 かこ　さとし文と絵 童心社
絵本作家かこさとしが、工学博士としての
知識を生かして書いた科学者の伝記集

404 日本のスゴイ科学者 日本科学未来館 朝日学生新聞社
日本人科学者29人の、研究の最前線を紹介。
『朝日小学生新聞』連載。

407
ビーカーくんとすごい先輩たち
  実験器具のゆかいな博物館

うえたに夫婦 誠文堂新光社
ビーカーくんたちが博物館に行き、実験器具の先輩から様々な話を
聞く。ガリレオの望遠鏡、平賀源内のエレキテル…

407 NHKカガクノミカタ　自分だけの
「フシギ」、見つけよう　1　観察してみよう

NHK「カガクノ
ミカタ」制作班

NHK出版
さまざまな「ミカタ」を通して、「観察しながら」探っていく方法
カラー写真とヨシタケ　シンスケの絵が楽しい。

410 ずかん数字　見ながら学習調べてなっとく 清水　洋美編著 技術評論社
古代から現代までの様々な数字と当時の使い方を、楽し
いイラストと共にわかりやすく紹介。

417 統計ってなんの役に立つの？ 涌井　良幸 誠文堂新光社　 数・表・グラフを自在に使ってビッグデータ時代を生き抜く

451
グレタと立ち上がろう
　気候変動の世界を救うための18章

ヴァレンティナ・
ジャンネッラ 岩崎書店

気候変動を理解するための基礎的な考え方。国連気候行
動サミットでのグレタさんの演説の全訳も掲載。

451 ベレ出版 ヒートアイランド、ゲリラ豪雨など、天気にまつわるキーワードの解説

452 海は地球のたからもの　1・２ 保坂　直紀 ゆまに書房
海の役割や仕組み、汚染問題などを豊富なカラー図版で
解説。プラスチックごみ問題、温暖化など

487 生きているシーラカンスに会いたい！ 岩田　雅光 新日本出版社
30匹以上の生きたシーラカンスを観察した著者が、調査
活動について紹介する。

488 ライチョウを絶滅から救え 国松　俊英 小峰書店
絶滅の危機にあるライチョウの保護につくす
鳥類学者・中村浩志さんの活動を紹介

488 日本の渡り鳥観察ガイド 文一総合出版
日本は渡り鳥の「交差点」。渡りのルート、
渡り鳥探しのポイント、観察スポットなど

491 からだの免疫キャラクター図鑑 岡田　晴恵監修 日本図書センター 病原体と戦う免疫細胞の役割を説明

493 心の病気ってなんだろう？（中学生の質問箱） 松本　卓也 平凡社　 心の病気の治療と社会復帰。困っていること。

498 いのちを救う災害時医療　（14歳の世渡り術） 森村　尚登 河出書房新社 災害大国・日本での、命を守る最前線の取組み

　　　０　総記　　　　１　哲学　　　２　歴史・伝記・地理　　　

　　　３　社会科学　

　　　４　自然科学　

ニュース・天気予報がよくわかる気象キーワード事典

藤子・F・不二雄
キャラクター原作 小学館

『朝日新聞』連載の「しつもん！ドラえもん」を
テーマ別にまとめたQ＆Aブック

きみを変える50の名言　イチロー、樹木希林ほか

　　　〃　　谷川俊太郎、フジコ・ヘミングほか

　　　〃　　山中伸弥、さかなクンほか

大人になったら行ってみたい！世界のふしぎな風景図鑑

令和２（2020）年７月６日 

調布市立第七中学校図書館 第七中学校 
 図書館だより 

     ＊ 本はともだち ＊ 

   令和 2（2020）年度 第２号 

学校が再開してから１カ月。新しいクラスと、感染防止対策

をしながらの新しい学校生活には、もう慣れましたか？ 

梅雨どきのうっとうしい天候が続いていますが、本の世界の

中では、気分
き ぶ ん

爽快
そうかい

になれるかもしれません。期末
き ま つ

考査
こ う さ

の前で忙

しいかと思いますが、新しい本も入りましたので、ぜひ借りに

来てください。              （司書：森） 

 

新着図書 リスト  
お待たせしました！新しい本の第１弾です。新着本の棚に展示しています。 

本が見つからないときは、司書に聞いてください。貸出中の場合は、予約ができます。 

 

リストの続きはウラ面へ 



※引き続き、感染予防の取り組みをおねがいします。 ・マスク ・本を読む前後の手洗い ・お互いの距離に注意 ・図書室内では静かに！ 

※本を借りるときは貸出カードを生徒手帳に入れて持って来ましょう。今年発行した白いカード、または、今までに発行したゴールドカード・

ラッキーカードは、卒業するまで使えます。 カードを忘れても借りられますが、なるべくカードを使って借りるようにお願いします。 

分類 書　　名 著者名 出版社

519
プラスチック・プラネット　今、プラスチックが地球を
おおっている　明日からプラスチックゴミをなくそう

ジョージア・アムソ

ン＝ブラッドショー
評論社

「分解しない」という特性が様々な問題を引きおこしているプラスチッ

ク。今、何ができるのかを、SDGsの目標に沿って提案。

519 図解でわかる14歳からのプラスチックと環境問題
インフォビジュア

ル研究所
太田出版

プラスチックが地球環境に及ぼす影響から、リサイクル、社会に果たした

役割までを図解

519 プラスチック・フリー生活
シャンタル・プラ

モンドン
NHK出版

プラスチック製日用品の危険性と、8割近く減らすための６つのアクショ

ン。

538 元JAXA研究員も驚いた！ヤバい「宇宙図鑑」 谷岡　憲隆 青春出版社
知られざる宇宙の実態、日常生活で宇宙から受けている恩恵、宇宙での驚

きの生活など

548 トコトンやさしいVRの本 VR（バーチャルリアリティ）の基礎から、効果と影響、社会的意義まで

589 文房具語辞典 高畑　正幸 誠文堂新光社 文房具にまつわる言葉をイラストと豆知識で解説

780 歴史を変えた50人の女性アスリートたち
レイチェル・イグ

ノトフスキー
創元社

女性をしめ出していた近代スポーツ界に飛びこんで、記録と歴史をぬりか

えてきたアスリートたち

782 ジュニアアスリートのための走り方の強化書 メイツ出版　 走力をアップさせるためのさまざまなトレーニング

783 少年サッカーケガ防止マニュアル メイツ出版 ケガ防止につながる、基礎的運動能力を高めるコツ

796 将棋語辞典 誠文堂新光社 将棋がますます楽しくなる辞典。将棋マンガ年表なども収録。

798 みんなが知りたかった最新eスポーツの教科書 岡安　学 秀和システム 「eスポーツ」のスポンサーから競技者、観客までの全体像を解説

810
一字違いの語彙力
　肝に命じる？肝に銘じる？弱冠？若冠？

山口　謠司 さくら舎
どこか違和感のある言葉…一字違いによる間違え語、勘違い語、トラップ

語を解説。

811 ローマ字学　世界のアルファベットの秘密がわかる！ 稲葉　茂勝 今人舎 日本でローマ字と呼んでいる文字を使っている国は世界に多くある。ローマ字の秘密は？

東京大学バーチャルリアリティ教育研

究センター編，　日刊工業新聞社

　　　５　技術・工業　　　　

　　　７　芸術・スポーツ　　　　８　言語　　　

    

 

 

 

 

910 ハ 最後の一文　名作の終わり方の謎を解く 半沢　幹一 笠間書院 近代以降の日本の短編小説から、最後の一文を紹介.

913 ア X-01　3 あさの　あつこ 講談社 運命に立ち向かう少年少女の物語

913 ア よろず占い処陰陽屋百ものがたり 天野　頌子
ポプラ文庫

ピュアフル
くせもの揃いの登場人物が次々と現れる、スピンオフ短編集

913 イ もうひとつの曲がり角 岩瀬　成子 講談社
2か月前に引っ越してきた小５の朋。通ったことのない道に行っ

てみると、違う時間の流れている町があり…

913 ウ 54字の物語　意味がわかるとゾクゾクする超短編小説 氏田　雄介 PHP研究所

913 ウ PHP研究所

913 ゴ PHP研究所

913 ウ 54字の物語　史　　超短編小説で学ぶ日本の歴史 氏田　雄介 PHP研究所 歴史上の出来事や、実在した人物をテーマにした、全90話

913 ゴ 54字の物語　ZOO　超短編小説で読むいきもの図鑑 氏田　雄介編 PHP研究所 動物たちの習性や特徴をモチーフにした超短編、解説、動物トリビア

913 エ 宮廷神官物語　9 榎田　ユウリ 角川文庫
麗虎国を舞台とするアジアンファンタジー。本編の合間に起きて

いた様々なエピソード

913 エ 宮廷神官物語　10 榎田　ユウリ 角川文庫 麗虎国大神官の筆頭候補となった鶏冠だが…

913 オ 記憶屋　0 ゼロ 織守　きょうや 角川ホラー文庫
つらい記憶を消してくれる都市伝説の怪人・記憶屋。スピンオフ

作品集。

913 サ 天保
てんぽう

の虹 （白孤魔記
しらこまき

　7）
斉藤　洋 偕成社

人間に化けられる狐、白狐魔丸。江戸で鼠小僧次郎吉と出会い、

大坂では、大塩平八郎の乱が…。

913 ス 太陽はひとりぼっち 鈴木　るりか 小学館
『さよなら、田中さん』でデビューした、現在高校1年生の作家

の新作

913 ナ 勿忘草
わすれなぐさ

の咲く町で　安曇野診療記
夏川　草介 KADOKAWA

高齢の患者が多い地方の小規模病院での、若き研修医と看護師の

奮闘を描く。

913 ヌ タスキメシ-箱根- 額賀　澪 小学館
学生時代は箱根駅伝の夢を果たせなかった早馬。駅伝部の栄養管

理兼コーチとして学生と共に箱根へ！

913 ヒ 妖たちの祝いの品は 廣嶋　玲子 創元推理文庫
初音姫の出産を前に、お祝い選びに奔走する妖怪たち…お江戸妖

怪ファンタジー「妖怪の子預かります）第9弾。

913 ホ 活版印刷三日月堂　5　空色の冊子 ほしお　さなえ ポプラ文庫
小さな活版印刷所「三日月堂」の店主・弓子の幼いころの思い出

など、「過去」を描いた番外編

913 ホ 活版印刷三日月堂　6　小さな折り紙 ほしお　さなえ ポプラ文庫 三日月堂の「未来」を描いた番外編。

913 ム トロイメライ 村山　早紀 立東舎 村山早紀の短編と、げみのイラストのコラボ。

913 モ マレスケの虹 森川　成美 小峰書店
ハワイで生まれ育った日系二世のマレスケ。日本軍の真珠湾攻撃

から、平和だった暮らしが一変し…

914 マ 幸せを引き寄せる月の満ちかけ物語 前田　まゆみ文・絵 創元社
世界中の人が満ちかけする月を眺めては抱いた思いを、絵と文で

紹介

933 コ マジックウッズ戦記　2 死の城 上・下
クレシッダ・

コーウェル
小峰書店

復活した黒魔族を封印するために、魔法族の王子ザーと戦士族の

王女ウィッシュは2度目の冒険へ

933 マ 天才ルーシーの計算ちがい
ステイシー・マ

カナルティ
講談社

雷に打たれ、数学の天才になってしまったルーシーに、おばあちゃんが出

した課題は「1年間中学校に通う」「友だちを1人作る」…

933 モ フラミンゴボーイ
マイケル・

モーパーゴ
小学館

ナチスが侵攻してきたフランス。フラミンゴと話ができる不思議

な力を持つ少年とロマの少女をめぐる物語。

933 リ アポロンと5つの神託　3　炎の迷路
リック・

リオーダン
ほるぷ出版 アポロンを襲った四千年+数年の生涯で最低最悪の出来事とは！？

933 レ ヤング・シャーロック・ホームズ
vol．7　盗まれた遺体

アンドリュー・

レーン
静山社

学識を身につけるため、オックスフォードで暮らすことになった

シャーロックが出会った事件

E ヨ なんだろうなんだろう
ヨシタケ

　シンスケ
光村図書出版

「たとえばこんな考え方、どうでしょう？」の本。

道徳教科書のコラム＋かき下ろし。

1つの話が54字ピッタリで終わる超短編小説集。

解説文と、54字の物語の作り方も紹介する。54字の物語　怪　意味がわかるとゾクゾクする超短編小説　ゾク編

54字の物語　参　みんなでつくる意味がわかるとゾクゾクする超短編小説

　　　９　　文学　　　91　日本文学　　93　アメリカ・イギリス文学　　E 　絵本

 

 


