
                               

  

  

 

                               

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

書名 著者 出版社

908 オ ゆまに書房 1：愛と季節、2：私と世界　のテーマで選んだ名詩セレクション

911 サ 俳句を楽しむ 佐藤　郁良 岩波ジュニア新書 十七音の世界がもつ味わいを、季語や文法の説明を交えて解説

913 イ 逆ソクラテス 伊坂　幸太郎 集英社 少年たちを描いた短編集。全5編

913 キ きみが、この本、読んだなら　ざわめく教室編 戸森　しるこほか さ・え・ら書房

913 キ きみが、この本、読んだなら　とまどう放課後編 森川　成美ほか さ・え・ら書房

913 ゴ 5分後に意外な結末ベスト・セレクション　　　

913 ゴ 5分後に意外な結末ベスト・セレクション　白の巻

913 ゴ 5分後に意外な結末ベスト・セレクション　黒の巻

913 ク となりのアブダラくん 黒川　裕子 講談社 パキスタンからきたアブダラくんのお世話係になったぼく…

913 サ アリスのうさぎ 斉藤　洋 偕成社　

913 サ グレーテルの白い小鳥 斉藤　洋 偕成社　

913 タ スイマー 高田　由紀子 ポプラ社
強豪スイミングクラブでがんばっていたが、挫折した小6の航。転居した佐

渡で出会った仲間たちに誘われ、水泳を再開し…。

913 ツ ツナグ 辻村　深月 新潮文庫 使者（ツナグ）によって再会した生者と死者、それぞれの想い。

913 ト 線は、僕を描く 砥上　裕將 講談社
両親を事故で失い、孤独の中に生きる大学生霜介。バイト先で水墨画の巨匠

と出逢い、内弟子になって水墨画の修行を始める。

913 ナ ケーキ王子の名推理（スペシャリテ）　5 七月　隆文 新潮文庫nex ついに恋人同士になった未羽とイケメンケーキ王子颯人。

913 ニ いらっしゃいませ下町和菓子栗丸堂　1・２ 似鳥　航一 メディアワークス文庫 下町の老舗「甘味処栗丸堂」の若店主栗田と「和菓子のお嬢様」葵。

913 ハ 夏休みに、ぼくが図書館で見つけたもの 濱野　京子 あかね書房 本が大好きな達輝は同じクラスの彩友から「本探し」の相談を受けて…。

913 ヒ 雨ふる本屋と雨かんむりの花 日向　理恵子 童心社 ルウ子とサラが「雨ふる本屋」へ行くと…。シリーズ第5弾

913 フ 跳べ、暁！ 藤岡　陽子 ポプラ社 バスケに打ち込んできた暁だが、転校した中学には女子バスケ部がなくて…

913 マ ドーナツの歩道橋 升井　純子 ポプラ社 高1の麦菜。高校生活、新しい友だちとの関係、同居する祖母の介護…と悩みの多い毎日。

913 ミ 七不思議神社　1・2 緑川　聖司 あかね書房 小5のリクは、七不思議神社で風変わりな少年タクミと出会い…

913 ム コンビニたそがれ堂　花時計 村山　早紀 ポプラ文庫ピュアフル 大事な探しものがある人は、必ずここで見つけられるというたそがれ堂。第９弾。

913 ヤ 団地のコトリ 八束　澄子 ポプラ社
団地で母と２人暮らしの美月。中学校ではバレーボールに打ち込んでいる

が、ある日、階下の独居老人の部屋に隠れて暮らす女の子と関わり…

933 コ 秘密のノート
ジョー・コットリ

ル
小学館

ジェリーはクラス一のお調子者だが、大きな悩みがあり、心のさけびを“秘

密のノート”に綴っている。

933 バ ペンダーウィックの四姉妹　4　春の嵐
ジーン・バーズ

オール
小峰書店 8人家族となったペンダーウィック家。家族の絆を描くシリーズ

933 ボ コピーボーイ
ヴィンス・ヴォー

ター
岩波書店　 大学進学を控え、新聞社でコピーボーイ（雑用係）として働くヴィクター

933 モ アーニャは、きっと来る
マイケル・モー

パーゴ
評論社

羊飼いの少年ジョーは、ユダヤ人の子どもたちと出会い、彼ら１２人の亡命

に協力することになるが…

949 ウ おいで、アラスカ！ アンナ・ウォルツ フレーベル館
子犬のときに飼っていたが家族の事情で手放すことになったアラスカが、転

校生スフェンの介助犬になっていた！パーケルは変装して会いに行き…。

973 プ 紙の心
エリーザ・プリ

チェッリ・グエッラ
岩波書店　

図書室の本にはさまれた手紙を見つけた少年は、顔も名前も知らない少女と

文通を始める。

E パ いまのわたしにできること リサ・パップ WAVE出版
図書館から子犬をもらったマディは、捨てられた動物たちのことを知って、

自分に何ができるか考える。

図書館の児童読書相談コーナーでアルバイトをするわたしのもとに

なぜか集まってくる不思議な話…奇譚集第2・３弾

大人になるまでに読みたい15歳の海外の詩　1・２

分類

大切な人へ本をすすめる、

4人の作家による4つの物語

桃戸　ハル

編・著
講談社文庫

5分程度の時間で読めて、

ラストにはあっと驚く意外な

結末が！大人気シリーズのベスト

・セレクション文庫版。

 

 

 

 

 

 

令和２（2020）年１２月１４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６号 

師走しわすに入り、暦の上では「大雪たいせつ」ということで、

寒さが厳しくなる時季となりました。今年は、ふだん通り

にできないことがいろいろありましたが、七中図書館では、

１１月末からやっと、学級文庫貸出と昼休みの図書委員当

番が再開したところです。冬休み用特別貸出も始まります。

昼休みと放課後は、図書室へどうぞ！     （司書：森） 
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＊＊冬休み用特別貸出＊＊ 

１２月１４日（月）から 

全員、プラス５冊 借りられます。 

  返却期限は、１月１５日（金）まで 

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。  

 

その前に、 

返し忘れている本

がある人は、すぐに

返しましょう！ 



 
分類 書名 著者名 出版者

002 中高生の悩みを「理系センス」で解決する40のヒント 竹内　薫 PHP研究所　
理系的なものの見方や考え方を身につけると、いろいろな問題の解

決力が高まる！

007 やさしくわかるデジタル時代の情報モラル　１・２　　　　
松下　孝太郎，

山本　光
技術評論社

PC・スマホで世界中とつながっている情報社会を生きるための正し

い考え方と態度「情報モラル」を学ぼう。

010 戦場の秘密図書館　シリアに残された希望 マイク・トムソン 文溪堂 シリア内戦下、地下につくられた秘密図書館を守った若者たち。

069 行きたい！企業ミュージアム イカロス出版　 トヨタ博物館、東芝未来科学館など、企業が運営する博物館

159 折れない心を育てるいのちの授業 小澤　竹俊 KADOKAWA
ホスピス医として命の現場で学んだ苦しみとの向き合い方などを小

中学生に語る。

159 泣いたあとは、新しい靴をはこう。
10代のどうでもよくない悩みに作家が言葉で向き合ってみた

日本ペンクラブ

編
ポプラ社 中学生にもおなじみの作家たちが、10代の悩みに本気で答える。

159 マンガでわかる！10代に伝えたい人生を前に進める名言集　　　
定政　敬子文，

モドロカ絵
大和書房

スピルバーグ、ダーウィン、水木しげる、浅田真央…様々な分野の

偉人たちの、悩みに寄り添う名言とエピソード

164 世界の神様解剖図鑑　神話の世界がマルわかり 平藤　喜久子 エクスナレッジ
世界の神々を、役割・能力・容姿などの切り口から解剖。神話の舞

台も比較。

281 お札に描かれる偉人たち　渋沢栄一・津田梅子・北里柴三郎 楠木　誠一郎 講談社 2024年に変わるお札の肖像画のモデルとなる3人の人生と業績。

290 現地を取材した撮り下ろし写真とともに、各地のくらしを紹介。

291 常識なのに！大人も答えられない都道府県のギモン   　　　    村瀬　哲史 宝島社 大人も答えられない都道府県のギモン82を、わかりやすく解説

316 国際化の時代に生きるためのQ＆A　1～５ 創元社 移民・難民、ジェンダー、フェミニズム・人種差別などについて　　　　

337 モノのねだん事典　高すぎ？安すぎ！？    大澤　裕司 ポプラ社 いろいろなモノのねだんにまつわる面白知識

337 どうなる？これからのお金図鑑 文溪堂 新しいお札のデザイン、キャッシュレス、仮想通貨など

361 フェイクニュースがあふれる世界に生きる君たちへ     　　      森　達也 ミツイパブリッシング 「そのニュース、疑わなくてもいいですか？」

369 故郷の味は海をこえて　「難民」として日本に生きる
安田　菜津紀

著・写真
ポプラ社

日本に暮らす難民が、故郷の料理をふるまいながら語ってくれたこ

と…難民のたどってきた道のりと日本への思い。

369 わたしは12歳、爆撃される悪夢を見る夜。
セーブ・ザ・チル

ドレン・ジャパン
合同出版 紛争下でこころのケアを必要とする4億人の子どもたちの状況

371 ＃8月31日の夜に。生きるのがつらい10代のあなたへ
NHK「ハート

ネットTV」編
毎日新聞出版

学校に行きたくない、毎日がゆううつ…。Eテレ「＃8月31日の夜

に。」の番組サイト等へ寄せられた声を収録。

375 マンガでわかる！中学生からの最強の勉強法　　　 坂本　七郎 ナツメ社 中学生活を変える、具体的な勉強法をマンガを交えてくわしく解説

376
必読！必勝！受験のための「孫子

そんしのへいほう

の兵法」
齋藤　孝 PHP研究所

「負けない」ために必要なことを教えてくれる古代中国の兵法書

「孫子」をもとに、最強の勉強術を紹介

377 僕たちはまだ、仕事のことを何も知らない。　私たちの未来
各務　展生原案，

糸貫　律マンガ
学研プラス 3人の大学生の就職活動をマンガで描き、働くことの意味を伝える。

404 理科の謎、きちんと説明できますか？ 左巻　健男監修 PHP研究所 文系もすっきり納得の20話

420 図解身近にあふれる「物理」が3時間でわかる本　　　 左巻　健男編著 明日香出版社 光、音、家電からスポーツまで、身近にあふれている物理のしくみを解説

410 世界をうごかした科学者たち　数学者        　      
フェリシア・ロー／

サラン・テイラー文
ほるぷ出版

440 世界をうごかした科学者たち　天文学者            
ゲリー・

ベイリー
ほるぷ出版

450 コンパスが南をさすとき　 陰山　聡 くもん出版 地球のN極とS極が引っくり返るなぞに挑む

457 恐竜と古代の生き物図鑑 ジョン・ウッドワード 創元社 化石の写真や1美しいイラストとともに、恐竜や古生物の秘密を紹介

480 その道のプロに聞く生きもののワォ！               松橋　利光 大和書房 生きものの専門家達が、フシギな生態を豊富な写真とともに紹介

460 わいるどらいふっ！身近な生きもの観察図鑑 一日一種 山と溪谷社 日本の野生生物の日々をゆるく解説した4コマ漫画

486 あなたは嫌いかもしれないけど、とってもおもしろい蚊の話 山と溪谷社 蚊に関するエピソード、感染症、蚊と人類の未来などを、女性蚊学者が解説

486 ミツバチのはなし
ヴォイチェフ・

グライコフスキ
徳間書店

ミツバチの人間とのかかわりや、自然のなかでの役割などを美しい

イラストで解説

596 すし語辞典 新庄　綾子 誠文堂新光社 寿司にまつわる意外な歴史や事実、基礎知識、豆知識

620 みんなの園芸店　春夏秋冬を楽しむ庭づくり 大野　八生 福音館書店 四季折々の植物の育て方といろいろな楽しみ方をイラストと文で紹介

645 今泉先生教えて！一度は猫に聞いてみたい100のこと　　 今泉　忠明 宝島社 猫の本能や不思議に見える行動を、Q＆A形式で徹底解説

645 いぬほん　犬のほんねがわかる本 道雪　葵マンガ 西東社 ストーリー・マンガで、犬のきもちに関する疑問100問に答える。

686 みんなが知りたい！鉄道のすべて
歴史、設備、新交通システム、安全対策など、鉄道のすべてを写真

とイラストでわかりやすく解説。

726 ものは言いよう ヨシタケ　シンスケ 白泉社　 ヨシタケシンスケの絵本創作の秘密がすべて詰まった一冊

762 ベートーヴェン
（音楽家の伝記はじめに読む1冊）

耳の病のため苦悩して生きてきた作曲家ベートーヴェンの人生。音

楽が試聴できるQRコード付き。

781 12歳までの最強ストレッチ 谷　けいじ 徳間書店 柔軟性が高まれば運動能力も学力もアップ！最強ストレッチを紹介。

783
ベースボール・

マガジン社

中・高の部活動向けに、入門者、初心者が覚えて

おきたいワザやその練習方法、戦型などを解説

837

847

857

867

869

それぞれの国を旅する35のシーンごとに、

会話文をイラストとともに紹介し、和訳と

カタカナの発音表記、関連する単語も掲載。

ひの　まどか／ヤマハミュージック

エンタテインメントホールディングス

旅するこどもの英語　ニューヨーク編、　旅するこどものドイツ語　ミュン
ヘン編、旅するこどものフランス語　パリ編、旅するこどものスペイン語
マドリード編、　旅するこどものポルトガル語　リオデジャネイロ編
　　　　　　　　　　　　　　（コンデックス情報研究所編著／　成美堂出版）

見るだけでうまくなる！　バドミントンの基礎、
　　ソフトテニスの基礎、バスケットボールの基礎

　　０　総記　　１　哲学・宗教　　２　歴史・伝記・　地理　　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　　８　　言語

現地取材！世界のくらし　1・日本　２・韓国　３・中国　４・モンゴル　（ポプラ社）

世界を動かした数学者・天文学者たち等が、どのようにしてその道

へ進み、研究を深めていったかを、イラストと写真で解説

メイツユニバーサルコンテンツ
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☆冬休みまでもう一息！元気に過ごして新しい年をむかえましょう。 


