
                               

  

  

 

                               

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書名 著者 出版社

807 ワ わたしの外国語漂流記　（14歳の世渡り術） 河出書房新社　
留学、転職、世界大会などの機会にj未知の外国語と格闘した25人の、学習

法とリアルな体験を綴る。

810 イ 日本語をつかまえろ！ 飯間　浩明 毎日新聞出版
辞典の編さん者が、身近にあって気になることばを追跡し、楽しく語る。

『毎日小学生新聞』連載。

830 セ 英語、苦手かも…？と思ったときに読む本
（14歳の世渡り術）

デイビッド・セイン 河出書房新社
日本に来て30年以上になる著者が、学校英語にまどわされず、自由自在に

英語を扱うコツを伝授

837 オ 13歳からの英語で自分の意見を伝える本 小野田　博一
PHPエディターズ・

グループ
無意識に自然な英語を話せるようになるすごいレベルアップ術

911 ヒ 短歌の詰め合わせ 東　直子 アリス館　
「食べもの」「動物」「家族」など、身近な8つのテーマに沿って、たくさ

んの短歌を収録して解説。

913 イ 二ノ丸くんが調査中　3　天狗さまのお弟子とり 石川　宏千花 偕成社
今日太（きょうた）のちょっと変わったクラスメイト・二ノ丸くんが調べ

ているのは、不思議でこわい都市伝説。

913 ア まっしょうめん！　3　胴を打つ勇気 あさだ　りん 偕成社
かつての親友レオナと成美の、試合と友情のゆくえは…。さわやか剣道小

説第３弾。

913 オ 図書館からの冒険 岡田　淳 偕成社
廃校になった柴野崎小学校の図書館から渉（わたる）がワープしたのは、

地震と嵐で荒れはてた、シバノザキ島…

913 カ 風に乗って、跳べ　太陽ときみの声 川端　裕人 朝日学生新聞社 ブラインドサッカーで世界を目指す、高2の華と六花（りっか）

913 カ 月と珊瑚 上條　さなえ 講談社 沖縄生まれの少女・珊瑚と、転校生・月（るな）。

913 ク きつねの橋 久保田　香里 偕成社 平安時代の京の都。平貞道が、妖怪きつねの葉月と共に大活躍

913 ハ 都会
ま ち

のトム＆ソーヤ 外伝16.5  魔女が微笑む夜
はやみね　かおる 講談社　

中2の創也と内人。地下にねむる巨大複合商業施設を舞台に繰り広げられる

「魔女のゲーム」

913 ヒ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　12，13 廣嶋　玲子 偕成社 駄菓子屋「銭天堂」を舞台にした不思議なお話

913 ム 魔女たちは眠りを守る 村山　早紀 KADOKAWA
古い港町に黒猫を連れて帰ってきた、若い魔女・七瀬。長い時を生きる魔

女たちの出会いと別れの物語。

913 モ ポーン・ロボット 森川　成美 偕成社
クラスメイトの仁科の家が荒らされて家族全員がいなくなり、ぼくの家は

跡形もなく消えていた。この町はねらわれている…

933 ピ まぼろしの小さい犬 フィリパ・ピアス 岩波少年文庫
ベンの夢は犬を飼うことだったが、誕生日にもらったのは、犬のししゅう

絵。失望したベンは、想像の犬を飼いはじめ…。

933 ホ 11番目の取引
アリッサ・ホリ

ングスワース
鈴木出版

アフガニスタン難民のサミ。祖父の大事な伝統楽器が奪われてしまい、買

い戻すお金を作るため友人の協力で物々交換を始めるが…

933 レ ヤング・シャーロック・ホームズ vol．8 決闘の河 アンドリュー・レーン 静山社 エジプト・スエズ運河をめぐる大事件に巻き込まれるホームズ

933 ロ ハリー・ポッターと賢者の石
933 ロ ハリー・ポッターと秘密の部屋
933 ロ ハリー・ポッターとアズカバンの囚人           3   3

943 エ 魔法のカクテル ミヒャエル・エンデ 岩波少年文庫
大晦日、地球の自然を破壊するために、魔法のカクテルを作る魔術師と魔女。猫のマ

ウリツィオとカラスのヤーコプは、それを止めようと大奮闘…。

973 フ 飛ぶための百歩 ジュゼッペ・フェスタ 岩崎書店 目は見えないが、運動も音楽も山歩きも大好きな少年ルーチョの葛藤と成長。

933 デ ヒイラギ荘の小さな恋　ディケンズ　ショートセレクション チャールズ・ディケンズ 理論社 19世紀のイギリス社会を鮮やかに描き出したディケンズ

943 カ 雑種　カフカ　ショートセレクション フランツ・カフカ 理論社 「変身」や「審判」などの作家、フランツ・カフカ

953 エ 壁抜け男　エーメ　ショートセレクション マルセル・エーメ 理論社 多くの作品を残したフランスの作家、マルセル・エーメ

989 チ 五つのパン　チャペック　ショートセレクション カレル・チャペック 理論社 技術開発により人間が滅亡する可能性を警告したチェコの小説家

J．K．ローリング 静山社
大人気シリーズ『ハリー・ポッター』の新装版第１～3巻。

佐竹美穂の装画。

分類

 

 

 

 

 

 

令和２（2020）年７月２１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 3 号 

今年の梅雨は雨の日が多く、各地で豪雨による 

甚大な被害が出ていて心配な状況です。新型コロ

ナウィルス関連の状況もまだまだ落ち着かないの

で、気持ちがすっきりと晴れません。梅雨明けと

夏の青空が待ち遠しいですね。   （司書：森） 

 

新 着 図 書 リスト 8 類：言語 9 類：文学 
新しい本の第 2 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。 

 

☆ ７月２２日（水）から 夏休み用特別貸出！  

全員、10 冊まで借りられます。 

   返却期限は、８月３１日（月）までです。 

※借りた本は、夏休み中責任を持って管理しましょう。 

（汚さない、なくさない、遅れないできちんと返す） 

★1 学期の開館日は、８月６日（木）までです。 

夏休み中の開館日はありません。 

※０類～７類はウラ面へ 



 

分類 書名 著者 出版社

019 スポーツするえほん 中川　素子 岩波書店 スポーツの楽しさが描かれた60冊の絵本を紹介

159 生きかたルールブック　ヤワな大人にならない！
齋藤　孝監修，

林　ユミ絵
日本図書センター

「迷いや不安があっても、自分で決める」「本の中身を自分のものにす

る」など、50の“生きかたルール”

219 琉球という国があった（たくさんのふしぎ傑作集）
上里　隆史文

富山　義則写真
福音館書店　 独特の文化が残る沖縄の歴史を、美しい写真やイラストでたどる。

319 PEACE　AND　MEわたしの平和
ジャン・アンリ・デュナン、キング牧師など、ノーベル平和賞受賞者12

人の生き方や平和への思い

319 内戦の地に生きる　フォトグラファーが見た「いのち」 橋本　昇 岩波ジュニア新書 被災地や内戦、難民を取材してきた写真家が、生きることの意味を問う。

334
まんがクラスメイトは外国人　課題編
私たちが向き合う多文化共生の現実

明石書店
外国にルーツを持つ子どもたちをとりまく様々な社会的問題や課題を、

ストーリーマンガで描く。

336 10歳でもわかる伝え方の授業 苅野　進 WAVE出版 相手の気持ちを考えて論理的に伝える方法

361
英語でガイド！外国人がいちばん不思議に思う日本のく
らし

デイビッド・セイン Jリサーチ出版
外国人が知りたがっている日本のくらしについて、中学レベル英語を

使った会話形式で解説

366 10代のための資格・検定　可能性を広げる道しるべ 大泉書店 10代が知っている知識で合格をめざせる資格・検定を紹介。

371 いじめ　心の中がのぞけたら　漫画明日がくる　7 本山　理咲 朝日学生新聞社 『朝日中高生新聞』の投稿欄に寄せられた体験談などをもとにした漫画

382 世界の文化と衣食住　国の記念日と祝日　1～４ 小峰書店 世界の国々の衣装・料理・住居、伝統的な行事などを写真で紹介

388 ドラゴンの教科書　神話と伝説と物語 ダグラス・ナイルズ 原書房
ドラゴンの起源、神話・伝承を、ファンタジーから現代の映像・ゲーム

までイラストとともに紹介

402 北極と南極の「へぇ～」くらべてわかる地球のこと
中山　由美

文・写真
学研プラス

女性で初めて記者として南極観測越冬隊に参加した著者が、北極と南極

のちがい、地球環境の変化などを紹介

404 身のまわりのすごい「しくみ」大百科 雑学科学読本
涌井　良幸

涌井　貞美
KADOKAWA　

キャッシュレス決済、クモの巣、郵便番号、筋肉痛…。身近なのに知ら

なかった「すごいしくみ」を徹底解明！

410 北欧式眠くならない数学の本
手と体を動かして数の世界の面白さを実感。絵本作家による図解で楽し

く学べる。

410 サクッとわかる！中学数学キャラ図鑑 横山　明日希 KADOKAWA 覚えにくい数学の公式や性質をキャラクターと一緒に覚える。

443
世界一美しい星空の教科書
人気プラネタリウム・クリエーターが作った

大平　貴之 宝島社
星空の歴史から、星の色が異なる理由、星空観察スポット、88星座まで

を、美しい画像とともに紹介。

444 太陽ってどんな星？ 宮原　ひろ子 新日本出版社
南極の氷や巨木に残されたはるか昔の太陽活動の記録を読みとき、太陽

の謎にせまる。

450 地球について知っておくべき100のこと 小学館　 天文、地質、気象など、地球にまつわる100のテーマを図解。

451 13歳からの環境問題「気候正義」の声を上げ始めた若者たち 志葉　玲 かもがわ出版 国際社会で大きな話題となっている環境問題を選んで解説

451 気象キャラクター図鑑　 いとう　みつるイラスト 日本図書センター 知っておきたい41の気象の特徴、影響などをキャラクター化

457 ならべてくらべる絶滅と進化の動物史 川崎　悟司 ブックマン社
哺乳類から鳥類、爬虫類、両生類、魚類まで、脊椎（せきつい）動物のすご

い生存戦略と進化の歴史

467 ダーウィンの「種の起源」はじめての進化論
サビーナ・ラデ

ヴァ　作・絵
岩波書店 生物学の基本である進化論を、美しい絵と文章でわかりやすく語る。

470 植物なんでも事典　ぜんぶわかる！ 柴田　規夫 文一総合出版 植物の形態・分類・生態・環境などに関する用語を、写真・図版で解説

470 野草図鑑　身近な野草が見分けられる ブティック社 道ばた、山、野原などで見られる野草を季節別に収録

480 森の物語　シートン　ショートセレクション シートン 理論社　 「ロボ　クルンパのオオカミ王」など、全5編

480 獣医さんが教える動物園のないしょ話 犬養　ヒロまんが ぶんか社 動物のおもしろエピソードを、まんがで描く。

481 東京湾　生物の不思議・最前線 尾崎　幸司 つり人社 東京湾で、何が起きているのか？　海の生物たちの「今」に迫る。

486
デジタルカメラで昆虫観察　「見つけて」「撮って」「調べ

る」たのしくてスゴイ昆虫の世界
海野　和男 誠文堂新光社

昆虫の世界を観察するためのデジタルカメラの使い方、スマホでの撮影

方法、昆虫の探し方

491 からだの細菌キャラクター図鑑 いとう　みつるイラスト 日本図書センター ミュータンス菌、乳酸菌、大腸菌など身近な細菌をキャラクター化。

493 キャラでわかる！はじめての感染症図鑑
岡田　晴恵著

いとうみつる絵
日本図書センター

知識ゼロから学べる、感染症入門図鑑。新型コロナウイルスの基本情報

や、すぐに役立つ対策方法のQ＆Aも。

504 ドラえもん科学ワールド未来のくらし 藤子・F・不二雄まんが 小学館　 未来のくらしについて、ドラえもんのまんがでわかりやすく解説

507 すごいぞ！はたらく知財　14歳からの知的財産入門 晶文社
著作物、特許、商標、意匠などの知的財産に関わる仕事の奥深さ、さま

ざまな権利、正しい利用法を解説

518 PHP研究所 持続可能な開発目標を、ごみ問題から考える。

518 PHP研究所 製品ごとに、リサイクルの流れや最新情報を紹介

519 脱プラスチックへの挑戦 堅達　京子 山と溪谷社 なぜ世界は脱プラスチックに積極的なのか。

519 身近でできるSDGsエシカル消費　1～3 三輪　昭子 さ・え・ら書房 「エシカル消費」とは、社会問題の解決を考えた新しい消費

521 図説日本建築の歴史　寺院・神社と住宅 玉井　哲雄 河出書房新社 日本の伝統建築の見方がよくわかるガイド

521 日本の城のひみつ
全国の名城を、「戦いの舞台となった城」「有名武将と縁が深い城」

「昔の面影を残す城」に分けて紹介。

536 風を切って走りたい！　夢をかなえるバリアフリー自転車 高橋　うらら 金の星社 体の不自由な人のため、2600台もの自転車を作り続けてきた堀田さん

538 宇宙から帰ってきた日本人　日本人宇宙飛行士全12人の証言 稲泉　連 文藝春秋 日本人宇宙飛行士12人に取材した宇宙体験とは？

596 おいしいおはなし　子どもの物語とレシピの本 本とごちそう研究室 グラフィック社 子どもの文学40冊と、おはなしにまつわるレシピを紹介

645 ドラえもん探究ワールドネコの不思議 藤子・F・不二雄まんが 小学館 ネコの体の仕組や能力、歴史、品種など

686 交通新聞社 鉄道絶景ポイント、おすすめ小旅行、鉄道ミュージアムなどを紹介

694 しくじりから学ぶ13歳からのスマホルール 島袋　コウ 旬報社 実際に起きたスマホやネットの事件をもとにわかりやすく解説

726 男子中・高生のイラストブック　制服と部活アイテム ミナガタケラク 日貿出版社 四季おりおりの学校生活を描いたイラスト

727 日本の文様解剖図鑑 筧　菜奈子文・絵 エクスナレッジ 日本独自の文様の歴史、意味、文様のつくりなど

767 部活でレベルアップ！合唱上達のポイント50 メイツ出版 メンバーがひとつになって、本番で力を発揮するための秘訣と練習方法

772 プロフェッショナル13人が語るわたしの声優道 藤津　亮太インタビュー 河出書房新社 13人の人気声優たちのインタビュー集。役者道と仕事術

780 東大教授が教えるとっておきスポーツ上達ドリル 深代　千之監修 少年写真新聞社 体が動くしくみ・方法を知って練習すれば、必ず上達する！

　　　０　総記　　１　哲学　　２　歴史　　３　社会科学

　　　４　自然科学　　

　　　５　技術・工業　　６　産業　　７　芸術・スポーツ　　

城郭歴史研究会，メイツユニ

バーサルコンテンツ

君も！鉄道マイスター首都圏　鉄道のこと何でも教えちゃおう！

アリ・ウィンター文，ミカエル・エ

ル・ファティ絵，かもがわ出版

クリスティン・ダール著，スヴェ

ン・ノードクヴィスト絵　三省堂

ごみから考えるSDGs　未来を変えるために、何ができる？

最新！リサイクルの大研究　プラスチック容器から自動車、建物まで
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