
                               

  

  

 

                               

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書名 著者 出版社

801 マ マークの図鑑　（キッズペディア） 小学館 身のまわりのマーク・記号。東京オリ・パラ全競技のピクトグラムも収録。

813 イ 色のことば選び辞典 学研プラス オールカラーで、文学作品で使われる色名を中心に解説

813 オ 大きな字の感情ことば選び辞典 学研プラス 「愛」から「悪い」まで、感情表現の類語

813 オ 大きな字の情景ことば選び辞典 学研プラス 情景描写に役立つ類語

813 ヨ 用例でわかる類語辞典 学研教育出版　 キーワードごとに、意味の近い語をまとめて収録

815 ニ 「言いたいこと」から引ける敬語辞典　　　　　　　 西谷　裕子編 東京堂出版 ふだん使う言葉から、敬語と用例、注意点などを示す。

829 タ 旅するこどもの韓国語　ソウル編　　　　　　　
コンデックス情

報研究所編著
成美堂出版 小学生の2人がソウルを旅する場面ごとに、韓国語会話文を紹介

913 イ 空飛ぶくじら部 石川　宏千花 PHP研究所　
中2の頼子と凪人は幼なじみ。突然現れる空飛ぶくじらに吸い込まれていろ

いろな時代にタイムスリップしている。

913 カ 星くずクライミング 樫崎　茜 くもん出版
スポーツクライミングに打ち込んできた中1のあかり。ケガでスランプに

なっていたが、パラクライミングを知って…。

913 ク てのひらに未来 工藤　純子 くもん出版
中学生の琴葉と町工場で働く少年・天馬。２人はそれぞれの家族の物語を知

り、平和について考える。

913 ス アトリと五人の王 菅野　雪虫 中央公論新社
辺境の国の姫アトリは９歳からの９年間に５人の王と結婚…。内気な少女が

優しく賢く成長し、人々の希望になる物語。

913 タ 5分後に恋の結末　そして、誰かの恋がはじまる 橘　つばさ 学研プラス
「恋に落ちるとき」「席替えラプソディー」など、学園を舞台にした連作短

編集

913 ナ その声は、長い旅をした 中澤　晶子 国土社
少年合唱団員の開と新入団員・翔平。古い礼拝堂で歌っていると、もう一人

の不思議な美しい歌声が加わって…

913 ヒ 赤の王 廣嶋　玲子 東京創元社 「青の王」「白の王」に続くナルマーン年代記3部作完結

913 フ 鐘を鳴らす子供たち 古内　一絵 小峰書店
敗戦間もない昭和22年、NHKラジオドラマ「鐘の鳴る丘」に出演すること

になった小学生たちの奮闘。

913 マ 空は逃げない まはら　三桃 小学館
大学陸上部の棒高跳び選手倫太郎と林太郎、練習風景をスケッチしている芸

術学部の絵怜奈。３人の青春物語。

913 モ 蝶の羽ばたき、その先へ 森埜　こみち 小峰書店 突発性難聴で左耳が聞こえなくなった結は、手話サークルと出会って…。

913 ワ 天邪鬼
あまのじゃく

な皇子
おうじ

と唐の黒猫 渡辺　仙州 ポプラ社　
平安時代、中国からやってきた黒猫と、いやいや飼うことになったツンデレ

皇子の痛快ストーリー。

933 オ ほんとうの願いがかなうとき バーバラ・オコーナー 偕成社
家族と離れていなかのおば夫婦と暮らすことになったチャーリー。毎日幸運

のしるしをみつけて願いごとをしている。

933 グ 貸出禁止の本をすくえ！ アラン・グラッツ ほるぷ出版
ある日、学校の図書室のお気に入りの本たちが貸出禁止に！　本を愛するエ

イミー・アンのたたかいが始まる。

分類

 

令和２（2020）年９月 11 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４号 

今年の夏休みは文字通りアッという間に終わって 

しまいました。9 月になってもまだまだ暑さが続き、

コロナウィルス対策にも気が抜けない毎日ですが、

元気に楽しく 2 学期を過ごしてほしいと思います。 

 図書室には新しい本が続々と届いています。感染

予防と図書室利用のマナーに気をつけながら、いろ

いろな本を手に取って見てください。 （司書：森） 

 

新 着 図 書 リスト   ８類：言語 9類：文学 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。 

 

※０類～７類はウラ面へ 

『ほんとのであい』にあなたのイラストが載ります！！ 
 
毎年発行している「ほんとのであい」（市立中学校司書によるおすすめの本の 

リスト）に掲載するイラストを、みなさんから募集します。 

今年の『ほんとのであい』は１１月に発行する予定です。    

        <募集作品>  表紙イラスト・・・１点 

               カット  ・・・４点 

<応募用紙>  図書室に用意してあります。 

<しめきり> 9 月 30 日 (水)                                       

          くわしくは、司書にたずねてください。 

            イラストの選考は、中学校司書全員で行います。 

たくさんの応募をお待ちしています！ 
※なお、応募作品は、この第七中図書館だより 

のカットとして紹介させていただきます。 
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分類 書　　名 著者名 出版社

019 13歳からの「身になる読書術」 大居　雄一 メイツユニバーサル

コンテンツ
読みたい本の探し方・選び方、テーマ別読書、200冊を紹介。

049 その話、諸説あります。
ナショナルジオグ

ラフィック編

日経ナショナルジオ

グラフィック社

明智光秀はなぜ本能寺の変を起こした？　地球外生命体は存在する？

など、24の疑問に対する102の説を紹介。

159 脱・呪縛（じゅばく）　（世界をカエル） 鎌田　實 理論社 医師・作家の著者が命の現場で感じた「生きる意味」を語る。

175 京都たのしい社寺カタログ 片山　直子 朝日新聞出版 「世界遺産」「四季」「見どころ」などのテーマ別に紹介

175
メイツユニバーサル

コンテンツ
神社やお寺の境内に鎮座する動物たちの、歴史や御利益にまつわる物語

186 日本の仏様解剖図鑑 瓜生　中 エクスナレッジ 仏様の容姿やファッション、アクセサリーなどを完全図解

186 みるみるつながる仏像図鑑 誠文堂新光社 古代から近代まで、様々な仏像の流れや関係を、多数のイラストで解説

210 知られざる弥生ライフ 譽田　亜紀子 誠文堂新光社 衣食住や祭祀、遺跡など、弥生時代の基礎知識

210 古墳のなぞがわかる本 岩崎書店 古墳についての解説と全国の古墳の紹介

210 中学校の歴史が1冊でしっかりわかる本 重野　陽二郎 かんき出版 いつ・どこで・誰が・何をしたを流れやつながりで理解できる。

210 昭和・平成現代史年表　1923年▶2019年 小学館 政治・経済から社会・文化、世相まで、一目でわかる年表

210 理論社 平成時代を、１年ごとに主な出来事をまとめた新聞

210 秘蔵カラー写真で味わう60年前の東京・日本　正・続 昭和30年代の日本を、当時貴重だったカラーフィルムで記録

213 江戸のひみつ　町と暮らしがわかる本 メイツ出版 江戸八百八町で暮らす人々の生活・文化・遊び

291 くらべる京都
岡部　敬史文

山出　高士写真
東京書籍 京都にまつわる様々な事柄を比べて、新たな魅力を発見。

291 ニッポンを解剖する！北海道図鑑 JTBパブリッシング 北海道の名所・文化を徹底解剖！

333 あかね書房 「17個の目標」のために何をしなければならないのか

333 世界がぐっと近くなるSDGsとボクらをつなぐ本 池上　彰監修 学研プラス 17の目標について、マンガやイラスト、図表で解説

345 13歳からの税 かもがわ出版 税の種類とその使い道、税の歴史、世界の消費税など

361 あなたの不安を解消する方法がここに書いてあります。 吉田　尚記 河出書房新社　 コミュニケーションの不安を行動で解決する方法

369 教育画劇
落ち着いて命を守るために、緊急時に使う道具の使い方を紹介。

消火器、火災報知機、AED、防犯ブザーなど

369
ボランティアをやりたい！
　高校生ボランティア・アワードに集まれ

さだ　まさし編 岩波ジュニア新書
環境問題や医療・福祉、国際貢献、地域づくりなど、

高校生達のボランティア活動を紹介

375 ポプラ社 全国の中学・高校での実話に基づく部活青春ストーリーズ　　　　

375 僕たちの部活動改革　部活自治・10のステップ 神谷　拓 かもがわ出版 生徒たちが部活運営のために奮闘するストーリーで、部活改革を解説　　　　

375 ぺりかん社 学校図書館を活用して調べ、レポート・論文を完成・発表するまで　　

376 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー　 ブレイディみかこ 新潮社
英国在住の著者。息子が人種も貧富もごちゃまぜの

「元・底辺中学校」に入学し、毎日が事件の連続…

388 世界ことわざ比較辞典 日本ことわざ文化学会編 岩波書店 日本のことわざと、世界各地のことわざを比較

388 ゲゲゲの鬼太郎妖怪ファイル　世界編 水木　しげる 講談社 水木しげるが描いた世界の妖怪。

420 なんでもはかれる！単位の本 石倉　ヒロユキ編著 岩崎書店 単位や単位記号の意味、歴史、楽しい話題など

420 世界をうごかした科学者たち　物理学者 ゲリー・ベイリー ほるぷ出版 ニュートン、アインシュタインなど、イラストと写真で解説

446 月と暮らす。　月を知り、月のリズムで　新版 藤井　旭  誠文堂新光社 月の満ち欠けや月に関することばと、美しい写真。

453 地図で見る日本の地震 山川　徹  偕成社 過去の地震を学ぶことで、将来起こる地震に備える。

453 火山のしくみパーフェクトガイド 高橋　正樹 誠文堂新光社 火山が出来るしくみから防災対策、火山の恩恵まで解説

481 くらべる骨格動物図鑑 川崎　悟司 新星出版社 動物と人間の骨格を比較し、動物たちの驚異の能力に迫る。

485 クモの奇妙な世界　その姿・行動・能力のすべて 馬場　友希 家の光協会 クモの面白い生態や進化の不思議、人の暮らしとの関わり

465 こうぼ　　　　（菌の絵本） 農山漁村文化協会 パンや酒を作るときに欠かせない酵母

465 かび・きのこ　（菌の絵本） 農山漁村文化協会 真菌・細菌とウイルスの違い、かび・きのこのくらし

473 ねん菌〈へんけい菌〉　（菌の絵本） 農山漁村文化協会 変幻自在に姿を変えて生きぬく単細胞の生きもの「粘菌」

468 おもしろミクロ生物の世界 末友　靖隆 偕成社 ミジンコ・アメーバ・ゾウリムシなど、砂つぶより小さな「ミクロ生物」たち

481 先生、ウンチとれました　野生動物のウンチの中にある秘密 牛田　一成 さ・え・ら書房 動物のウンチ博士。腸内細菌から動物の生命の秘密に迫る。

481 海辺の生きもの大探検！ 川嶋　一成 PHP研究所 温暖化や汚染の影響、生物多様性、環境保全

486 虫ぎらいはなおるかな？　昆虫の達人に教えを乞う　 金井　真紀文と絵 理論社　 虫ぎらい歴40年の著者が、虫の達人７人にインタビュー。

488 鳥はなぜ鳴く？ホーホケキョの科学 松田　道生 理論社 鳴き声を、生物学、音響学、人文科学など、いろいろな分野から解き明かす。

490 世界をうごかした科学者たち　医学者 サラン・テイラー ほるぷ出版 ヒポクラテスから山中伸弥、本庶佑まで、イラストと写真で解説

502
世界を変えた60人の偉人たち　新しい時代を拓いた
テクノロジー

東京電機大学編 東京電機大学出版局
ピタゴラス、ガリレオ、ライト兄弟、円谷英二、レイチェル・カーソ

ン…。テクノロジーの歩みとその影響、エピソードなど

518 追跡！ごみのゆくえ　粗大ごみ 吉田　忠正文・写真 ほるぷ出版 選別、再利用、粗大ごみ破砕処理施設、埋立処分場へ運ばれるまでの過程

518 追跡！ごみのゆくえ　燃やさないごみ 吉田　忠正文・写真 ほるぷ出版 不燃ごみ処理センターでの処理、再利用や埋立処分場へ運ばれるまで

519 図解でわかる14歳からの水と環境問題 インフォビジュアル研究所 太田出版 平等ではない世界の水配分、人と水の歴史、水危機の現実と原因など

585 おもしろ“紙学”エコ-紙はやさしいんだ！ プラごみ問題と、環境にやさしい新しい紙の研究

585 おもしろ“紙学”防災-紙は強いんだ！ １枚では弱いが、使い方によってとても強くなり、防災にも役立つ紙

585 紙の誕生や歴史、製造法から、古紙リサイクルまで

588 にゅうさん菌　　　（菌の絵本） 農山漁村文化協会 乳酸菌と人間との関わり、ヨーグルトやチーズ、漬物の作り方

614 スマート農業の大研究 PHP研究所　 ICTやロボット技術で生産性アップと省力化を実現

686 新幹線のヒミツ　全車両・全路線を徹底解説！ 「旅と鉄道」編集部 天夢人 東海道新幹線開業から50年。全国9路線を写真とともに解説

702

721 北斎と広重　浮世絵を変えた江戸の人気画家 東京美術 葛飾北斎と歌川広重の生涯や代表作を紹介

746 風船で宇宙を見たい！ 岩谷　圭介 くもん出版　 風船で上空にあげたカメラで撮影した宇宙写真も多数収録。

762 バッハ　（音楽家の伝記はじめに読む1冊） ひの　まどか
ヤマハミュージック

エンタテインメント
「音楽の父」/バロック音楽の巨匠バッハ。不屈の闘志で戦い続けた人生

768 なんてったって邦楽　おもしろ日本音楽 釣谷　真弓 東京堂出版 琴・箏・三味線・尺八などについて解説した邦楽ハンドブック

773 マンガでわかる能・狂言 誠文堂新光社 能・狂言の楽しみ方をマンガでわかりやすく解説

780 パラアスリート 山田　清機 PHP研究所 パラスポーツの9人の選手に迫るノンフィクション。

780 オリンピック・パラリンピックを学ぶ 後藤　光将編著 岩波ジュニア新書 オリンピック・パラリンピックの基礎知識

780 わかる！応援できる！パラスポーツ事典 パラリンピック夏の競技を写真とイラストで解説

780 汐文社 スポーツ施設・器具・用具の機能と日本の技術を、写真で紹介

797 もっと夢中になる！トランプの本　ゲーム　マジック　占い 草場　純 主婦の友社 みんなで楽しめるトランプ遊びをイラストでわかりやすく説明する入門書

　　　０　総記　　１　哲学・宗教　　　２　歴史・地理

　　　３　　社会科学

　　　４　自然科学　　５　技術；・工学　　６　産業

　　　７　芸術・スポーツ

J．ウォーリー・ヒギンズ　光文社

オリンピックをささえるスポーツ・テクノロジー　１～３

メイツユニバーサルコンテンツ

東京周辺神社仏閣どうぶつ案内　

ニュースからくらしまで絵と新聞でわかる平成時代

いざというとき使えるために緊急のものトリセツ図鑑
　1　たてもの　２　のりもの　３　まちのなか

青春サプリ。心が元気になる、5つの部活ストーリー　全5巻

小六　信和

中村　文人 くもん出版

おもしろ“紙学”リサイクル-紙はよみがえるんだ！

世界を変えるSDGs　2030年までにわたしたちにできることを考えよう！

探究に役立つ！学校司書と学ぶレポート・論文作成ガイド

もっと知りたい法隆寺の仏たち、もっと知りたい興福寺の仏たち、もっと知りたい東大寺の歴史　　　　（東京美術）

 
 

 

新着図書リスト ０類～７類 

※２学期から、検索用パソコンの使用を再開しました。手指を清潔にしてから使うようにおねがいします。 


