
 

 

 

 

 

あけましておめでとうございます。今年も七中図書室をどうぞよろしくお願いします。 

さて、1月 20日（金）まで読書週間です。 

個人カード 8冊 ／ ゴールドカード  12冊 ／  ラッキーカード  15冊  貸出できます。 

「本の福袋」も、まだ間に合います。こちらは無くなり次第終了なので、お早めにどうぞ。 

 

●新着本  （ 1/13（金）貸出スタート） 

分類 書名など 著者 出版者 

002 学校では教えてくれない大切なこと  勉強は役に立つ オオタヤスシ 旺文社 

019 あの人が好きって言うから…有名人の愛読書 50冊読んでみた ブルボン小林 中央公論新社 

019 みんなで図書館活動 この本、おすすめします！1   汐文社 

049 チコちゃんの素朴なギモン 365   宝島社 

104 不思議なテレポート・マシーンの話 飯田隆 筑摩書房 

141 感性の育て方 マンガ・イラスト入江久絵 旺文社 

159 続ける力 マンガ・イラスト鳥居志帆 旺文社 

172 図解身近にあふれる「神社と神様」が 3時間でわかる本 後藤泰弘 明日香出版社 

210 一冊でわかる鎌倉時代   河出書房新社 

289 津田梅子 高橋うらら 講談社 

289 北里柴三郎 茨木保 講談社 

289 「オードリー・タン」の誕生 石崎洋司 講談社 

291 東京のトリセツ 2   昭文社 

304 これから大人になる君たちへ   KADOKAWA 

319 国際会議の大事典   くもん出版 

333 地球村の子どもたち 1～4 石井光太 少年写真新聞社 

335 はじまりはひとつのアイデアから １～4 ローウィ・バンディ・シコル 鈴木出版 

338 お金が動かす世界 マンガ・イラスト 関和之 旺文社 

366 2030年の仕事未来図 1～4   

367 家族に「イやなこと」をされているあなたにお願い 獅城けい 高文研 

376 面接官に好印象を与える高校入試面接のオキテ 55 堂本浩幸 KADOKAWA 

369 ヤングケアラー 毎日新聞出版 毎日新聞出版 

378 やさしくわかるはじめての手話   ナツメ社 

420 14歳からのニュートン 超絵解本 物理   

430 化学技術者・研究者になるには 堀川晃菜 ぺりかん社 

430 14歳からのニュートン 超絵解本 科学  ニュートンプレス 

448 方向音痴って、なおるんですか？ 吉玉サキ 交通新聞社 

491 中野信子のこども脳科学 中野信子 フレーベル館 

491 14歳からのニュートン 超絵解本 人体   

498 パンデミック・プラネット アンナ・クレイボーン 評論社 

498 気象病ハンドブック 久手堅司 誠文堂新光社 

518 リサイクル・プラネット アンナ・クレイボーン 評論社 
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538 僕たちはいつ宇宙に行けるのか 山崎直子 竹内薫 青春出版社 

538 飛行機大図鑑   ニュートンプレス 

687 男子客室乗務員になる本   イカロス出版 

763 初心者のアコースティック・ギター基礎教本   自由現代社 

780 ドラえもん科学ワールドスポーツの科学   小学館 

798 ゲームと生きる！1～3   フレーベル館 

810 言葉の力 マンガ・イラスト オゼキイサム 旺文社 

811 漢字が日本語になるまで 円満字二郎 筑摩書房 

837 スヌーピーで学ぶ覚えておきたい英語表現 105 小池直己 著・訳 祥伝社 

913 四畳半タイムマシンブルース 森見登美彦 KADOKAWA 

913 給食アンサンブル 2 如月かずさ 光村図書 

913 パンに書かれた言葉 朽木祥 小学館 

913 ウェルカム・ホーム 丸山正樹 幻冬舎 

913 副音声 大林利江子 河出書房新社 

913 凛として弓を引く  青雲篇 碧野圭 講談社 

913 スウィートホーム 花里真希 講談社 

913 赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 青柳碧人 双葉社 

913 本当はこわい話 1～9 小林丸々 KADOKAWA 

913 絶体絶命ゲーム 1,2 藤ダリオ KADOKAWA 

913 ぼくのまつり縫い 1～3 神戸遥真 偕成社 

913 笹森くんのスカート 神戸遥真 講談社 

913 モノクロの夏に帰る 額賀澪 中央公論新社 

913 保健室経由、かねやま本館。5 松素めぐり 講談社 

913 マスク越しのおはよう 山本悦子 講談社 

913 異界ミステリー 山白朝子 他 汐文社 

913 ないものねだりの君に花束を 汐見夏衛 KADOKAWA 

913 むかしむかしあるところに、死体がありました。 青柳碧人 双葉社 

913 星屑すぴりっと 林けんじろう 講談社 

913 考えたことなかった 魚住直子 偕成社 

913 サウンド・ポスト 岩城けい 筑摩書房 

932 十二夜 ウィリアム・シェイクスピア 原作 静山社 

932 夏の夜の夢 ウィリアム・シェイクスピア 原作 静山社 

933 トム・ソーヤーの冒険 マーク・トウェーン ポプラ社 

933 アップステージ ダイアナ・ハーモン・アシャ― 評論社 

933 目で見ることばで話をさせて アン・クレア・レゾット  岩波書店 

943 くるみ割り人形 Ｅ．Ｔ．Ａ．ホフマン ポプラ社 

953 十五少年漂流記 ジュール・ヴェルヌ ポプラ社 

 

 

 

 

   
                      

 


