
                               

  

  

 

                               

 

 

   

 

 

 

 

書　　名 著者名 出版社

913 ア 神様の御用人　10 浅葉　なつ
メディアワー

クス文庫

神様の御用人・良彦と、狐の姿の神・黄金…神様と人の絆の物語〈黄金

編〉の完結。

913 イ 犬がいた季節 伊吹　有喜 双葉社
高校に迷い込んだ子犬を美術室で預かって飼うことにした生徒たちの、青

春物語。

913 コ 卒業旅行 小手鞠　るい 偕成社

アメリカで高校生活を送ったナナ。仲間と卒業旅行を計画するが、ある事

件のため中止になる。翌年、仲間との約束を果たすため再びアメリカへ

…。

913 ゴ 54字の百物語　意味がわかるとゾクゾクする超短編小説 氏田　雄介編著 PHP研究所
「54字の文学賞」に寄せられた約5000作の「怪談」から厳選した全

100話と解説文。

913 サ 世界とキレル 佐藤　まどか あすなろ書房
夏休み、ふしぎなサマースクールに送りこまれた舞。避暑地でのバカンス

のはずが、スマホもスナック菓子も取り上げられて…

913 ス 私を月に連れてって 鈴木　るりか 小学館 現役女子高校生作家の最新作

913 ダ 女生徒　（乙女の本棚） 太宰　治 立東舎　 太宰治の小説と、今井キラの描き下ろしイラストのコラボ

913 テ 水を縫う 寺地　はるな 集英社
縫い物が好きな男子高校生清澄。かわいいものが苦手な姉のために、ウェ

ディングドレスに刺繍することになるが…。

913 ナ サンドイッチクラブ 長江　優子 岩波書店 夏休み、小6の珠子は、砂像作りに熱中するヒカルと出会う。

913 ナ 神様のカルテ　0 夏川　草介 小学館
医師国家試験直前の一止（いちと）を描く「有明」ほか、『神さまのカルテ』

登場人物を描く短編集。

913 ナ 神様のカルテ　3 〃 小学館 地方病院を舞台に個性豊かな登場人物たちが織りなす、いのちの物語

913 ナ 夢十夜　　（乙女の本棚） 　夏目　漱石 立東舎 漱石と人気イラストレーターしきみの描き下ろしイラストのコラボ

913 ハ ウィズ・ユー 　濱野　京子 くもん出版
高校受験を控え、家族関係にも悩む悠人。病気の母を支える少女・朱音と

出会い、力になりたいと思うが…。「ヤングケアラー」

913 ハ
都会（まち）のトム＆ソーヤ　17
逆立ちするライオン

   はやみね

　    かおる
講談社　

突然やってきた謎の転校生・加護妖のために、創也が歓迎レクリエーショ

ンゲームを計画。

913 ヒ ふしぎ駄菓子屋銭天堂にようこそ　公式ガイドブック    廣嶋　玲子 偕成社
銭天堂の外観や内部をカラー公開、駄菓子を一挙解説、書き下ろし作品や

4コマまんが、紅子の悩み相談など情報満載！

913 ヒ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　15    廣嶋　玲子 偕成社 駄菓子屋「銭天堂」を舞台にした不思議なお話

913 フ 数学者の夏    藤本ひとみ 講談社
「リーマン予想」に挑む天才高校生・和典。数学に没頭するため山奥の学

生村へやって来たが、事件に巻き込まれてしまい…

913 マ 日向丘中学校カウンセラー室    まはら三桃 アリス館
日向丘中学校のカウンセラー室にいる綾さんのもとにやってくる、いろい

ろな生徒…連作短編集

913 マ 保健室経由、かねやま本館。1～３    松素めぐり 講談社
不気味な白衣のおばさんのいる「第二保健室」。その床下からつながって

いる、中学生専門の湯治場（とうじば）でいやされよう！

913 モ 5分後に意外な結末Q
   桃戸　ハル

   伊月　咲
学研プラス

ラストにはあっと驚く意外な恋の結末！

パズルの答えと小説の結末が融合した連作短編集

914 ヨ 欲が出ました
   ヨシタケ

　   シンスケ
新潮社

ついつい考えすぎちゃう絵本作家が、さまざまな「欲」を書きとめた「ス

ケッチ解説エッセイ」

930 キ シャーロック・ホームズ語辞典 北原　尚彦 誠文堂新光社 シャーロック・ホームズにまつわる言葉をイラストと豆知識で解説

933 マ 世界のはての少年
ジェラルディン・マ

コックラン
東京創元社

海鳥を獲りに無人島に渡った12人。迎えの船が来ず、

厳しい自然の中で仲間とともに生きのびるために闘う…

933 ロ イッカボッグ
J．K．ローリング

松岡　佑子訳
静山社

イッカボッグという伝説の怪物を

めぐる真実、希望、友情の物語

933 ロ ハリー・ポッターと炎のゴブレット　上・下         

933 ロ ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団　上・下          

J．K．ローリング

松岡　佑子訳
静山社

佐竹美穂さんの装画による

大ベストセラーシリーズの新装版
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新着図書 リスト  文学  ９１：日本文学 ９３：英米文学 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。 

 

梅雨入り間近の変わりやすい天気が続いていますが、

１学期最大の学校行事である体育祭が無事に終わり、

ホッと一息というところですね。 

さて、図書室には、今年度の新しい本第１弾が届きました。

6 月 1 日から展示しますので、新着図書リストをチェック 

して、ぜひ借りにきてください。  

（司書・森） ～ 広げよう、本で自分の世界を ～ 



分類 書　　名 著者名 出版社

019 青春の本棚　中高生に寄り添うブックガイド
高見　京子編

著

全国学校図書

館協議会

人生で最も悩み考える時期である中高生のためのブックガイド。現役

中高生たちが紹介する本も収録。

019 絵本で世界を学ぼう！
吉井　潤

柏原　寛一
青弓社

世界105カ国のそれぞれに関する絵本1冊と、国旗・地図・人口など

の基本的情報を紹介

031 クイズで88本ノック QuizKnock 朝日新聞出版 東大クイズ王・伊沢拓司のクイズ集団「QuizKnock」特製の謎解き

031 学校クイズ ワン・ステップ編 金の星社　 「学校」にまつわるクイズ、教科別のおべんきょうクイズ

031 へんななまえのもの事典 グラフィオ編著 金の星社 奇妙でおもしろい名前の動植物、地名・人名・物事を紹介

158 友だちってなんだろう？ 齋藤　孝 誠文堂新光社
友だちに関する不安や悩みを減らし、ストレスのない友だち関係を築

く。

210 命のうた　ぼくは路上で生きた十歳の戦争孤児 竹内　早希子 童心社
第二次世界大戦で戦争孤児になった12万人以上の子どもたちはどう

やって生きたのか？

216 京都歴史地図　あの事件はここで起こった！
メイツユニバー

サルコンテンツ
京都を舞台に繰り広げられた歴史ドラマを詳しい地図と資料で解説

289 牧野富太郎　日本植物学の父 清水　洋美 汐文社　 「日本の植物学の父」牧野富太郎の人生と研究を描く。

304 緊急解説！2020年上半期ニュース丸わかり80 毎日新聞社 毎日新聞出版 新型コロナウイルスを中心に、ニュースを分野別に整理して解説

317 警察署図鑑 金の星社 警察署の施設の概要や仕事の様子などを、写真やマンガで紹介

333 カカ・ムラド～ナカムラのおじさん ガフワラ原作 双葉社
支援先のアフガニスタンで凶弾に倒れた中村哲医師の功績を後世に伝

える絵本の日本語版

333 青年海外協力隊員になるには 益田　美樹 ぺりかん社　
自分の技術・知識・経験を活かして働く青年海外協力隊員になるには

～

368 中高生からの防犯　活かそうコミュ力！ 武田　信 ぺりかん社
「コミュニケーション力」を活かして犯罪に巻きこまれないためのノ

ウハウ

407 魔法の科学実験図鑑　理系脳がぐんぐん育つ！ 市岡　元気 宝島社 科学が楽しく好きになるような実験を、ビジュアルに紹介

444 太陽系大図鑑 ニュートンプレス 太陽系の全貌ビジュアルに紹介する、美しくて楽しい図鑑

465 世界一やさしい！微生物図鑑 新星出版社 いつも一緒にいる微生物、出会いたくない微生物、おいしい微生物…

473 珪藻美術館　ちいさな・ちいさな・ガラスの世界
　奥　修

　　/文・写真
福音館書店

ガラスの殻をもつ藻・珪藻を並べて作る、世界一ちいさいガラスアー

トの世界

480 もっとずるいいきもの図鑑 宝島社
一生懸命に生きている、「ずるい」けれどいとおしい生きものたちの

生態

482 わけあって絶滅しました。も～っと 丸山　貴史 ダイヤモンド社
生きものの生態や絶滅した理由を紹介。「わけあって繁栄した生き

物」、「わけあって根絶されました」も収録。

489 人生で大事なことはみんなゴリラから教わった 山極　寿一 家の光協会
世界的ゴリラ研究者が語る、40年間の研究生活とゴリラから学んだ

「人間の生き方」

489 ハダカデバネズミのひみつ 岡ノ谷　一夫監修 エクスナレッジ
ほぼ地下暮らしで謎の多い珍獣・ハダカデバネズミの驚異の生態、研

究のあゆみ、研究者のインタビューなど

491 モヤモヤそうだんクリニック
池谷　裕二文，ヨシタ

ケ　シンスケ絵
NHK出版

256名の小学生から寄せられた「モヤモヤのかたまり」に、脳研究者

と絵本作家が答える。

491 iPS細胞の研究室　体のしくみから研究の未来まで 志田　あやか 東京書籍
iPS細胞とは何なのか、生物学の歴史、研究の最先端と未来につい

て、わかりやすくイラストで解説

518 SDGs（持続可能な開発目標）の観点で地球のごみ問題を考える。

519 地球が危ない！プラスチックごみ　1～3 幸運社編 汐文社
世界中で便利に使われているが、ほとんどが半永久的に消えないごみ

となるプラスチックの問題を、写真や図を交えてやさしく解説

520 建築家になりたい君へ（14歳の世渡り術） 隈　研吾 河出書房新社　 日本を代表する建築家が10代に伝えたいメッセージ

709 世界遺産必ず知っておきたい150選　 
メイツユニバー

サルコンテンツ

「世界遺産」150選を、迫力の写真とわかりやすい地図・イラストで

紹介。データ：2020年7月現在。

721 もっと知りたい鳥獣戯画 東京美術　
「鳥獣戯画」が生まれた時代背景や同時代の作品との比較から、その

特質を深める。

723 もっと知りたいピカソ　　改訂版
大高　保二郎

松田　健児
東京美術　

絵画、彫刻、版画、陶器、舞台装置や衣装、詩作まで、超人的な芸術

家であったピカソの生涯と作品

726 水木しげる　妖怪・戦争・そして、人間 河出書房新社　
水木しげるのエッセイ・談話、対談・鼎談、マンガ「錬金術」「勲

章」など    増補新版

726 1、2、3色の色えんぴつでイラスト　 　ふじわらてるえ 誠文堂新光社
基本の12色えんぴつの中から、3色までで

すてきに楽しく描けるイラスト

726 おとなになるのび太たちへ
人生を変える『ドラえもん』セレクション

　藤子・F・

　不二雄まんが
小学館

夢をかなえた１０人のおとなたちが「ドラえもん」を通じて伝えたい

メッセージと、「ドラえもん」セレクション。

795 囲碁
796 将棋
796 チェス

814
絵っ？でみることわざ・慣用句
ミッチーの日本語・英語でことばあそび

   はせ　みつこ

   中畝　治子
かもがわ出版

楽しい絵を見ながらことわざ・慣用句の

意味を考え、英語に親しむ本

830 わけがわかる中学英語 学研プラス 中学英語でよく考えると不思議な疑問73問を楽しく解説

SDGsでかんがえよう地球のごみ問題　1　見すごせない！海洋プラスチック問題

2　日本中にあふれるプラスチック　　3　みんなで減らそう！プラスチック

　伝承遊びを

　伝える会
文溪堂

伝承遊び「囲碁」「将棋」「チェス」について、

それぞれの歴史・道具・ルールのほか、クイズ、

豆知識などを紹介する。

　　　　０：総記・読書　　１：哲学　　２：歴史・伝記　　３：社会科学

　　　　４：自然科学　　　５：技術・工業　　

　　　　７：芸術　娯楽　　　　８：言語　

 

 

新着図書 リスト （文学以外） 

図書室での感染予防対策… ①返す本は返却箱へ ➡②手指を消毒 ➡③マスク着用・お互いの距離に注意・会話はひかえめに 

➡④本を借りるときは 貸出カード（生徒手帳に入れる）を持って来ましょう。（カードがないときは、カウンター 

でクラス・番号・名前を言って借りられますが、感染予防の関係でなるべくカードで借りるようにおねがいします。） 


