
中学校司書による中学生のためのおすすめ

本リスト「ほんとのであい 2020」が完成

しました。 ゆっくり読んでほしいので、

期末考査期間後に配りたいと思います。 

リストにのっている本はすべて図書室にそ

ろっているので、さがしに来てください。 

                               

  

  

 

                               

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書　　名 著者 出版社

813 ニ
「言いたいこと」から引ける慣用句・ことわざ・四
字熟語辞典

西谷　裕子 東京堂出版
言いたいこと・伝えたい内容から的確な表現にたどりつけるよう配列した

逆引き辞典。

817 イ 14歳からの読解力教室 犬塚　美輪 笠間書院
同じ日本語なのに、テーマによって「読みにくい・読みやすい」があると

いうことをわかりやすく説明。

911 サ
ぼくがゆびをぱちんとならして、
きみがおとなになるまえの詩集

斉藤　倫 福音館書店 子どもと大人の、20篇の詩をめぐるストーリー

913 ア イマジン？ 有川　ひろ 幻冬舎 あこがれていた映像制作の現場に飛び込んだ良助の奮闘記

913 イ 朔さく と 新あき いとう　みく 講談社
事故で視力を失った兄・朔と、走ることをやめた弟・新。一本のロープを

握って走るブラインドマラソンを始めるが…

913 イ 雲を紡ぐ 伊吹　有喜 文藝春秋
羊毛を手仕事で染め、紡ぎ、織りあげる「ホームスパン」をめぐる、親子

三代の物語

913 エ 宮廷神官物語　11 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

913 オ 王の祭り 小川　英子 ゴブリン書房
女王の革手袋をつくる父親と城へ行ったウィル。女王暗殺計画に巻きこま

れ、妖精の助けで逃れたが、時空を超えて信長のいる安土城へ！

913 カ 湖の国 柏葉　幸子 講談社
学校もやめて介護施設でアルバイトをしていたミト。東北への旅で出会っ

た不思議な人物の正体と「湖」の秘密とは…

913 ク あした、また学校で 工藤　純子 講談社
6年生の一将たちは、弟をめぐる出来事がきっかけで「学校は、だれのもの

なのか？」という問題を考え始める。

913 サ えのないえほん 斉藤　倫 講談社
誰からも、みにくいと言われていたけものは、目の見えない女の子と出

会って心を通わせたが…。やさしく哀しい絵本。

913 ジ じりじりの移動図書館
　　ブックカー

廣嶋　玲子ほか 講談社
「じりじり」は移動図書館ミネルヴァ号が来た合図。

５人の児童文学作家によるリレー小説。

913 ハ
怪盗クイーンからの予告状
　怪盗クイーン　エピソード0

はやみね　かおる 講談社 怪盗クイーンと夢水清志郎の初めての出会いからを描く。短編集。

913 ハ
令夢れむ の世界はスリップする
　赤い夢へようこそ-前奏曲-

はやみね　かおる 講談社
夢水清志郎、クイーン、内人＆創也など「はやみねワールド」のオールス

ターキャスト総出演。

913 ヒ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　14 廣嶋　玲子 偕成社 「もてもてもち」「プレゼント扇子」など、不思議なお話全7編

913 ヒ 十年屋　4　ときどき謎解きいたします 廣嶋　玲子 静山社 大切なものを10年間、魔法で預かる不思議なお店「十年屋」

913 ヒ いろどり屋　（十年屋と魔法街の住人たち　2） 廣嶋　玲子 静山社　 「十年屋」シリーズの人気キャラ、「いろどり」の魔法使いテンの物語

913 ヒ 千弥の秋、弥助の冬　（妖怪の子預かります） 廣嶋　玲子 創元推理文庫 お江戸妖怪ファンタジー第10弾。

913 マ 無限の中心で まはら　三桃 講談社
文系少女のとわは、新聞部の助っ人として数学研究部を取材することにな

り、変人揃いの数学男子たちにまつわるミステリーに迫る。

913 ミ オオカミの時間　今そこにある不思議集 三田村　信行 理論社 三田村信行と佐々木マキ（イラスト）のコンビによる、不思議作品集

913 ム あの子の秘密 村上　雅郁 フレーベル館
転校生・明來は、小夜子と友達になろうとするが、彼女には秘密の友だち

「黒猫」がいた。明來にも、誰にも言えない秘密があり…

913 モ ずっと見つめていた 森島　いずみ 偕成社
化学物質過敏症の妹のため、一家で田舎へ移住してきた越。景色も環境も

良いけれど、生活は不便で…。

983 デ 〈死に森〉の白いオオカミ グリゴーリー・ディーコフ 徳間書店
人間が手を出してはいけないと言い伝えられる森を焼いた村人たちは…。

ロシアの民話や伝承をもとに創作された、不思議な物語
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令和２（2020）年 11 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 5 号 

今年度は、いろいろな学校行事が延期や中止になって

いましたが、先日はさわやかな秋晴れの日に体育祭が

無事に終わり、思い切り走る様子が楽しそうでした。

気が付けばもう 11 月。スポーツに続いて芸術の秋・

読書の秋・食欲の秋！ 健康に十分気をつけながら、

充実した秋を楽しみましょう！    （司書：森） 

 

新 着 図 書 リスト   ８類：言語 9類：文学 
期末考査が終わってから新着本の棚に展示します。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 

中学校司書８人が
自信を持っておす
すめする本２３冊。
どんな本が紹介さ
れているか、ご期待
ください！ 



 

分類 書  名 著者名 出版社

019
もっとある！学校図書館の司書が選ぶ
小中高生におすすめの本220

小中高生のための、「自分にピッタリの一冊」が見つかるブックガイ

ド第2弾

022 ブックデザイナー スタジオ248編著 六耀社 本の魅力を引き出すブックデザインの世界を紹介

024
奇跡の本屋をつくりたい
くすみ書房のオヤジが残したもの

久住　邦晴 ミシマ社
「中高生はこれを読め！」など、ユニークな企画を生み出した札幌・

くすみ書房の店主。

031 現代用語の基礎知識　増刊×NEWS版 自由国民社
「新型コロナ」「東京五輪延期」など、最近のニュースについての解

説と、時事問題のの基礎用語集

069 ミュージアムを知ろう　中高生からの美術館・博物館入門 横山　佐紀 ぺりかん社 美術館・博物館をより深く知ることで広がる、新しい学び方、楽しみ方

159
本当の「頭のよさ」ってなんだろう？
勉強と人生に役立つ、一生使えるものの考え方

齋藤　孝 誠文堂新光社
「頭のはたらきのいい状態」を増やし、現実を変える力を手に入れる

方法

170 神さまに選ばれた動物図鑑 神宮館 キツネ、シカ、ヘビ…、神さまの「お使い」になった動物と、関係する神社を紹介。

290
世界から消えゆく場所
万里の長城からグレート・バリア・リーフまで

トラビス・

エルボラフ

日経ナショナルジ

オグラフィック社

歴史や環境の変動によって消えてしまった場所＆消えかけている場所

37カ所を、地図と写真で見る。

290 リアルな今がわかる日本と世界の地理 朝日新聞出版 詳細MAP×写真×グラフで、日本と世界の地理の基礎知識を解説

290 旅が好きだ！（14歳の世渡り術） 角田　光代ほか 河出書房新社 国内から海外の秘境まで、21人の旅好きたちが旅の魅力を伝える。

291 謎解き日本列島　 宇田川　勝司 ベレ出版 全国各地の地図・風景・モノ・ヒトにまつわる謎を解き明かす！

291 国立公園を旅する 日本国際放送企画 NHK出版 世界に誇る日本の国立公園の魅力を美しいカラー写真で紹介

291 琉球・沖縄　もっと知りたい！くらしや歴史 岩崎書店 かつては「琉球王国」というひとつの国だった沖縄県の、文化と歴史

331 12歳の少女が見つけたお金のしくみ
泉　美智子

久谷　理紗原案
宝島社 6年生の少女の自由研究をもとにした、楽しく学べるお金の基本超入門書

366 なぜ僕らは働くのか 池上　彰監修 学研プラス
働くこと・勉強することの意味、やりたいことの見つけ方などを、マ

ンガを交えてわかりやすく解説する。

371
学校に行きたくない君へ　続
大先輩たちが語る生き方のヒント

全国不登校新聞社編 ポプラ社
不登校の若者たちが谷川俊太郎、ヨシタケシンスケなど17名に取材し

たインタビュー集・第2弾。

375 部活魂！この文化部がすごい 読売中高生新聞 ちくまプリマー新書
「百人一首部」、「雑草研究会」など、全国のバラエティーに富んだ

文化系部活を紹介

376 薬学部　中高生のための学部選びガイド 橋口　佐紀子 ぺりかん社 薬学部で学ぶことやキャンパスライフ、卒業後の進路など

386
みんなが知りたい！日本のユネスコ
無形文化遺産がわかる本

文化遺産を学ぶ会
メイツユニバー

サルコンテンツ

人形浄瑠璃、歌舞伎、手すき和紙など、日本の「無形文化遺産」を、

カラー写真とともに紹介

388 世界幻妖図鑑　ドラゴンから妖怪まで
フロールチェ・

ズウィヒトマン
フレーベル館

世界中の伝説や神話のなかのまぼろしの生き物「幻妖」を、迫力ある

美しいイラストとともに紹介。

451 気候危機！　子どもたちが地球を救う 堤　江実 汐文社
気候危機を止めるため、グレタさんをはじめ、世界のあちこちで若者

たちが立ち上がりはじめている。

462 世界の生きものMAP エクスナレッジ
世界のさまざまな環境を描いた地図で、そこで暮らす生きものたちに

ついて解説する。

480 ざんねんないきもの事典　さらに 高橋書店 進化の結果、なぜかちょっと残念な感じになった生き物たち。第５弾

481
図解身近にあふれる「危険な生物」が
3時間でわかる本

西海　太介 明日香出版社
日本にいる危険な動植物について、遭遇した時に取るべき行動や、特

徴などをまとめる。

482 固有種が教えてくれること　1～3 金の星社
固有種を通じて、日本の豊かな自然や歴史、生きものと自然環境の大

切さなどを学べる本

486 虫のしわざ図鑑 新開　孝写真・文 少年写真新聞社
葉っぱに残る食べあとや巣のあとなどの「しわざ」から、虫の正体や

生活の仕方を調べることができる。

493
みんなに話したくなる感染症のはなし
　14歳からのウイルス・細菌・免疫入門

仲野　徹 河出書房新社
「ウイルス」「細菌」と、それらを防御するためにからだの中ではた

らく「免疫」について解説

510 土木のずかん　構造物を造るわざ オーム社 道路、橋、ダム、トンネルなどの構造物を作る土木技術

510 土木のずかん　暮らしを支えるわざ オーム社 わたしたちの暮らしを支える土木技術の役割や成果。

510 土木のずかん　災害に備えるわざ オーム社 日本の自然災害と対策、環境と調和した社会を作るための土木のわざ

539 図解身近にあふれる「放射線」が3時間でわかる本　 児玉　一八 明日香出版社 放射線と放射能の違い？　「放射線」の基礎知識を図解

518
わきだせ！いのちの水
日本伝統の上総掘り井戸をアフリカに

たけたに　ちほみ フレーベル館 上総掘り技術で持続可能な国際支援を目指した、大野篤志さんの実践

590 家庭科の基本 学研教育みらい 子どもからおとなまで、改めて知っておきたい身近な生活のワザや知恵

596 世界の郷土料理事典 青木　ゆり子 誠文堂新光社 材料・作り方、歴史や文化、食の国際儀礼や宗教の食規定などを解説。

596 ぱんぱかパン図鑑 金子　健一 扶桑社 いろいろなパンの食べ方を追求したレシピを紹介

596 お菓子な自由研究　実験みたいなお菓子作り 学研プラス 「ふくらむ力」「砂糖の力」など、お菓子づくりを写真を交えて紹介。

596 料理はすごい！　シェフが先生！ 柴田書店 子どもでも作れる方法で、大人が食べてもおいしい53品のレシピ

611 食品ロスの大研究 PHP研究所 まだ食べられるのに捨てられる「食品ロス」と世界の食料問題

611 捨てられる食べものたち　食品ロス問題がわかる本 井出　留美 旬報社 食品ロスはなぜ生まれるのか、ロスを減らすにはどうしたらいいのか

619 なっとう菌 農山漁村文化協会 伝統的な納豆づくり、新しい納豆種菌の開発例など

649 動物の看護師さん　 保田　明恵 大月書店 ６人の動物看護師の現場を綴ったノンフィクション

725 いちばんていねいな、人物のデッサン 小椋　芳子 日本文芸社
道具の使い方と、構図・光源・形態など5つの基本。イラスト、マンガ

を描きたい人にも役立つ。

753 よみがえった奇跡の紅型 中川　なをみ あすなろ書房 沖縄の伝統工芸で明治末期に衰亡した「紅型」の、奇跡の復活。

754 nanahoshiの花おりがみBOOK たかはし　なな
メイツユニバー

サルコンテンツ
花の折り紙27作品。カラー図版と写真で手順をわかりやすく解説

762 きみに応援歌
エール

を　古関裕而物語 大野　益弘 講談社　
「長崎の鐘」「栄冠は君に輝く」「オリンピック・マーチ」など5千曲

以上の曲を作り続けた古関裕而の創作の軌跡

767 世界の国歌・国旗 弓狩　匡純 KADOKAWA 世界70か国の国旗・国歌のエピソードや、各国の地図、基本データ

780
12の問いから始めるオリンピック
・パラリンピック研究

坂上　康博編著 かもがわ出版
オリンピック・パラリンピックに関する12のテーマを取り上げ、ス

ポーツと社会の今と未来を考える。

788 知れば知るほどお相撲ことば
『おすもうさん』

編集部

ベースボール・

マガジン社

うっちゃる、待ったなし…。ふだん使っていることばには、相撲から

生まれたことばがたくさんある。

東京・学校図書館スタンプラリー実

行委員会　　　　ぺりかん社

　　　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・工業・家庭　　６　産業

　　　７　芸術・スポーツ

 

 

 

 

 

 

 

新着図書リスト ０類～７類 

☆入学からの貸出冊数合計が３０冊に達した人に、ゴールドカード（ラミネート加工）を発行しています。４冊まで借りられます！くわしくは司書まで。 


