
     

 

 

 

 

期末考査おつかれさまでした。ほっと一息、読書はいかがですか。 

           図書室に新しい本がたくさん入りました。ぜひ、足を運んでみてください。 

 

     ●新しく入った本【11月 17日（木）貸出開始】 

知識 
 

 

 
019 未来のきみを変える読書術 苫野一徳 筑摩書房 

031 54字の物語 Q   PHP研究所 

116 5分間思考実験ストーリー 北村良子 幻冬舎 

141 12歳から始めるあがらない技術 鳥谷朝代 秀和システム 

159 悩んでなんぼの青春よ 森毅 筑摩書房 

209 アメリカの中学生が学んでいる14歳からの世界史 ワークマンパブリッシング ダイヤモンド社 

210 日本の合戦解剖図鑑   エクスナレッジ 

238 中学生から知りたいウクライナのこと 小山哲・藤原辰史 ミシマ社 

280 世界を変えた 146人の子ども ルーラ・ブリッジポート 創元社 

289 難民に希望の光を 真の国際人緒方貞子の生き方 中村恵 平凡社 

290 中学校の地理が 1冊でしっかりわかる本 宮路秀作 かんき出版 

290 世界の絶景に行ってみた。 詩歩 二見書房 

302 シリアの戦争で、友だちが死んだ 桜木武史 文 武田一義 マンガ ポプラ社 

361 まっすぐ人間関係術 山崎総一郎 講談社   

364 年金のひみつ   学研 

366 キャリア教育に活きる！仕事ファイル 16-18，33，37   小峰書店 

376 人間科学部 大岳美帆 ぺりかん社 

386 福を呼ぶ四季の習慣 小さな日本の行事 本間美加子 主婦の友社 

452 海洋へのいざない   日本船舶海洋工学会 

407 13歳からの研究倫理 大橋淳史 化学同人 

490 生命倫理のレッスン 小林亜津子 筑摩書房 

494 だれよりも速く走る義足の研究 遠藤謙 偕成社 

502 世界が驚く日本のすごい科学と技術 左巻健男 笠間書院 

507 学校で知っておきたい知的財産権 1～3 おおつかのりこ 汐文社 

596 世界のおやつ 鈴木文 パイインターナショナル 

645 うさほん 倉田けい 西東社 

787 超ゼロから始める釣り入門 西野弘章 山と溪谷社 

801 わくわく！納得！手話トーク 松岡和美 くろしお出版 

811 まんがとゴロで楽しく覚えて忘れない小学漢字 1026   西東社 

814 15才までに覚えたい言葉 2000   永岡書店 

文学 
   

913 小説すずめの戸締まり 新海誠 KADOKAWA 

913 七不思議神社  4 緑川聖司 あかね書房 

913 蛍と月の真ん中で 河邊徹 ポプラ社 
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913 菓子屋横丁月光荘 3 4 ほしおさなえ 角川春樹事務所 

913 小説弱虫ペダル 1～3 渡辺航 原作  岩崎書店 

913 すこしずつの親友 森埜こみち 講談社 

913 飛べ！遺伝子を超えて 森川成美 国土社 

913 ナゾトキ・ジパング 青柳碧人 小学館 

913 天久鷹央の推理カルテ 2 知念実希人 新潮社 

913 あの子と Q 万城目学 新潮社 

913 グレイッシュ 大島恵真 文研出版 

913 不思議屋『風待ち』 西村友里 文研出版 

913 ＯＮＥＰＥＡＣＥ ＮＯＶＥＬ ＬＡＷ 坂上秋成 集英社 

913 ただいま神様当番 青山美智子 宝島社 

913 猫のお告げは樹の下で 青山美智子 宝島社 

913 水底図書館 金子ユミ ポプラ社 

913 幕が上がる 平田オリザ 講談社 

913 もうサイアクだ！   偕成社 

913 ＃マイネーム 黒川裕子 さ・え・ら書房 

913 両手にトカレフ ブレイディみかこ ポプラ社 

913 ショートショート実験室 田丸雅智 エネルギーフォーラム 

913 掬えば手には 瀬尾まいこ 講談社 

913 いらっしゃいませ下町和菓子栗丸堂 3 4 似鳥航一 KADOKAWA 

913 ケーキ王子の名推理 6 七月隆文 新潮社 

913 京極荘と百匹のうた猫 2 由似文 KADOKAWA 

914 とあるひととき   平凡社 

933 わたしのアメリカンドリーム ケリー・ヤン 講談社 

933 名探偵ポアロ アクロイド殺し アガサ・クリスティー 早川書房 

933 名探偵ポアロ ナイルに死す アガサ・クリスティー 早川書房 

933 名探偵ポアロ ABC殺人事件 アガサ・クリスティー 早川書房 

933 名探偵ポアロ ハロウィーン・パーティ アガサ・クリスティー 早川書房 

933 不気味な叫び   理論社 

933 ぼくたちのスープ運動 ベン・デイヴィス 評論社 

933 ラスト・フレンズ ヤスミン・ラーマン 静山社 

989 幸せな日々 ミロ・ガヴラン 国土社 

E Frog and Toad all year アーノルド・ローベル HarperCollins Publishers 

E Days with Frog and Toad アーノルド・ローベル HarperCollins Publishers 

 

  ●今回の図書だよりに掲載しているイラストは、「ほんとのであい 2022」 

イラスト募集に応募してくれた七中生の皆さんの作品です。調布市八校から 

たくさんの応募がありました。「ほんとのであい」掲載にはあと一歩でしたが、 

素敵なイラストをありがとうございました。来年もぜひ挑戦してくださいね。 

 

●クリスマスツリーを飾ろう♪ 

                                   11/21（月）から、本を借りたらカウンターでオーナメント（飾り）を  

 一つ選んでクリスマスツリーに飾れます。ぜひ、ご参加ください。 

無くなり次第、終了。何度でもＯＫ！ 
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