
                               

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書名 著者名 出版社
809 コ コミュニケーション力を高めるプレゼン・発表術 上坂　博亨ほか 岩波ジュニア新書 スピーチの基本、相手を動かすプレゼンについて

810 ニ 日本語の奥深さを日々痛感しています 朝日新聞校閲センター さくら舎 新語・気になる言い回しなど、ことばに関する疑問に答える。

811 サ 漢字は生きている　クイズ120問 笹原　宏之 東京新聞 『東京新聞』連載の漢字クイズを5つのテーマに分類

830 コ 自分を励ます英語名言101 小池　直己 岩波ジュニア新書 ポジティブな気持ちになれる名言・ことわざを選んで解説

901 タ ショートショートでひらめく文章教室 田丸　雅智 河出書房新社　 ショートショートの発想法とアイデアを形にする書き方

911 コ 俳句部、はじめました（岩波ジュニアスタートブックスジュニスタ） 神野　紗希 岩波書店 俳句甲子園をきっかけに作句を続ける著者が、俳句の魅力を

913 ア 雨の降る日は学校に行かない 相沢　沙呼 集英社文庫
学校生活に息苦しさを感じている女子中学生の憂鬱と、かすかな

希望を描く連作短編集

913 ア 小説の神様　あなたを読む物語　上・下 相沢　沙呼 講談社タイガ 高校生作家の一也は、小余綾と合作小説に挑んでいたが…

913 シ 小説の神様　わたしたちの物語　小説の神様アンソロジー 相沢　沙呼ほか 講談社タイガ 小説への愛にあふれたアンソロジー

913 ア 文豪ストレイドッグス　STORM BRINGER 朝霧　カフカ 角川ビーンズ 文庫 ポートマフィアに加入して1年。中原中也の前に現れたのは…

913 エ SFショートストーリー傑作セレクション　時間篇　　 汐文社 小松左京「御先祖様万歳」、星新一「時の渦」など、時間SF全6篇

913 エ SFショートストーリー傑作セレクション　ロボット篇　 汐文社 筒井康隆「お紺昇天」など、ロボットSFの傑作全5篇

913 エ SFショートストーリー傑作セレクション　異次元篇　　 汐文社 星新一「殉教」など、異次元SFの傑作全5篇

913 エ SFショートストーリー傑作セレクション　未来篇　　 汐文社 筒井康隆「人口九千九百憶」など、未来SFの傑作全5篇

913 オ 遥かに届くきみの聲 大橋　崇行 双葉文庫
天才子役だったことを隠している透。高校で同級生になった遥

に、朗読部へ勧誘されるが…

913 コ 青の読み手 小森　香折 偕成社
選ばれし者だけが読むことのできるという魔法の本を盗む仕事を

引き受けた少年ノアの冒険

913 サ サード・プレイス ささき　あり フレーベル館　
中高生の居場所「サードプレイス/サプリガーデン」。学校や家に

居場所のない子どもたちも自分らしく生き生きと過ごしている。

913 サ 桜の森の満開の下（乙女の本棚） 坂口　安吾 立東舎　 坂口安吾の小説と、しきみの描き下ろしイラストのコラボ

913 ダ 葉桜と魔笛　　　（　〃　） 太宰　治 立東舎　 太宰治の小説と、紗久楽さわの描き下ろしイラスト

913 ニ 赤とんぼ　　　　（　〃　） 新美　南吉 立東舎　 新美南吉の小説と、ねこ助の描き下ろしイラスト

913 タ 旅する54字の物語　超短編小説で読む47都道府県 氏田　雄介編 PHP研究所 47都道府県をテーマとした超短編小説で地理、観光などが学べる。

913 ナ ワタシゴト　14歳のひろしま 中澤　晶子 汐文社
ワタシゴト＝記憶を手渡すこと、私のこと。

修学旅行で広島を訪れた中学3年生5人の心情を描く。

913 ヒ 十年屋　5　ひまな時もございます 廣嶋　玲子 静山社
大切なものを10年間、魔法で預かる「十年屋」だが、このごろは

お品物を「預けない」お客様ばかりで…

913 ミ 名探偵コナン　緋色の弾丸
水稀　しま
青山　剛昌原作

小学館
世界的なスポーツの祭典「WSG」のスポンサーをねらった連続拉

致事件発生か？　劇場版のノベライズ

913 ミ 七不思議神社　3　白い影を追え 緑川　聖司 あかね書房
小5のリクが七節町で過ごす初めての冬、天河山の雪女から届い

た手紙は…

913 ミ 晴れた日は図書館へいこう　3　夢のかたち 緑川　聖司
ポプラ文庫

ピュアフル

本が大好きな小5のしおりと仲間たちが一風変わった事件の謎を

追う、ほのぼの図書館ミステリー

913 モ あしたのことば 森　絵都 小峰書店
「ことば」をテーマとする短編小説全8編。それぞれ別々の人気

イラストレーターによる挿し絵が楽しい。

914 イ 世界の美しさをひとつでも多く見つけたい　　 石井　光太 ポプラ社
難民キャンプ、紛争地帯など様々な現場を取材してきたルポルタージュ作

家が、ドキュメンタリーをつくるということについて綴る。

933 コ マジックウッズ戦記　3　呪いの島　上・下　　
クレシッダ・

　コーウェル
小峰書店

魔法族の少年ザーと戦士族の少女ウィッシュの、マジックウッズ

を守るための冒険

933 レ オール★アメリカン★ボーイズ
黒人作家レノルズと白人作家カイリーがそれぞれの視点から、ア

メリカの今を描き出す。

ジェイソン・レノルズ，

ブレンダン・カイリー　　偕成社

分類

 

 

 

 

 

第七中学校 
 図書館だより 

     ＊ 本はともだち ＊ 

   令和３（2021）年度 第 3 号 

令和 3（2021）年 7 月 6 日 

調布市立第七中学校図書館 

新着図書 リスト  ８ 言語  ９ 文学 ９１：日本文学 ９３：英米文学 新着本の棚に７/８から展示します。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。 

 

夏至が過ぎ、まだまだ梅雨空が続いていますが、そろそろ夏休みが
話題になる時期ですね。新しい本の第２弾も入ったので、休み中に

じっくり読むための本をさがしに来てください。 （司書・森） 

～ 広げよう、本で自分の世界を ～ 

夏休み用特別貸出のお知らせ 

７月５日（月）～１９日（月） 

全員、10 冊まで借りられます。 

   返却期限は 9 月３日（金） 

借りた本は、夏休み中責任を持って管理しましょう。 

（汚さない、なくさない、遅れないできちんと返す） 

第１号でお知らせしましたが、『ほんとのであい』 

（中学生のためのおすすめ本リスト）に掲載する 

イラストを募集中です。 

応募用紙は図書室にあります。 

締め切りは７月１９日（月） 

 

★ 夏休み中の開館予定 

７月 26 日（月）・30 日（金）10：30～12：30 

 



分類 書名 著者名 出版社

031 自由国民社 この10年間に掲載された用語・記事をジャンル別にまとめる。

069 ただいま収蔵品整理中！　学芸員さんの細かすぎる日常 　鷹取　ゆう 河出書房新社 博物館学芸員の仕事をマンガで紹介

070 コロナの時代を生きるためのファクトチェック　　　 　立岩　陽一郎 講談社 コロナウイルス関連のさまざまなニュース、正しいかどうか？

159 10代の「めんどい」が楽になる本 　内田　和俊 KADOKAWA 「思考」と「行動」を変えて、理想の自分に変われる方法

159 きみを変える50の名言　2期１～3 　 汐文社 藤井聡太、大谷翔平ほか、各界の人たちの名言

159 未来の自分に出会える古書店 　齋藤　孝 文藝春秋 中2と高2の兄弟が、いろいろ迷った時に古本屋で本をすすめられて…

204 366日じてん　きょうはなんの記念日？ 　平野　恵理子 偕成社 それぞれの日の出来事、有名人の誕生日、誕生花など

242 古代エジプト解剖図鑑 　近藤　二郎 エクスナレッジ ピラミッド、ミイラ、ヒエログリフ…。

289 渋沢栄一　人物としごと 　こどもくらぶ編 岩崎書店　 近代日本をつくりあげた渋沢栄一をさまざまな角度から解説

291 市町村名のつくり方　 　今尾　恵介 日本加除出版 なぜその地名を選択したのか？　地名に隠された歴史

304 未来をつくるあなたへ 　中満　泉 岩波書店 国連で軍縮問題を担当する著者が、核兵器、難民など様々な課題を語る。

317 真実を発見！科学捜査　DNA鑑定から死因究明まで　　　　　　 誠文堂新光社　 科学捜査の技術と、鑑識、科学捜査研究所、法医学研究所などの役割分担

319 ゆまに書房 核兵器のない世界を創るために、今何をしなければならないのか？　

323 憲法の子　親から子へとつなぐ自由と希望の礎 　中谷　彰吾 自由国民社 日本国憲法について、憲法学者一家の会話を通して解説           

323 檻を壊すライオン　時事問題で学ぶ憲法 　楾　大樹 かもがわ出版 憲法は誰が守るルール？　憲法からみた最新の時事問題        

361 JAPAN　IN　100　WORDS　FROM　ANIME　TO　ZEN 日本文化を知るための100トピックをイラストと英文で紹介               　　 

361 あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 森山　至貴 WAVE出版 「あなたのため」「悪気はない」などの「ずるい言葉」にだまされないように   　　　　　　　

369 こどものための防災教室　防災グッズがわかる本 今泉　マユ子 理論社 身を守るグッズ、水・衛生用品など生活に必要な日用品の備え方  　　　　　

410 なるほど！毎日の役立つ数学 　近藤　宏樹 さくら舎 暮らしの中で見かけるさまざまな数字の見方と、数学的な考え方の面白さ

410 算数・数学で何ができるの？ 　DK社編 東京書籍 算数と数学の基本がわかるビジュアル図鑑

442 星を楽しむ　双眼鏡で星空観察 双眼鏡の仕組みや使い方、双眼鏡で見て楽しめる星・星座・天体について

443 星を楽しむ　星座の見つけかた 夜空の星々の中から見たい星座を見つけるコツ。

445 わくわく小惑星ずかん 恒星社厚生閣 小惑星、世界の探査機、人工衛星をキャラクター化して解説

451 気候変動から世界をまもる30の方法 世界中で深刻化する気候変動問題を、各国の研究者・活動家が解説

451 地球温暖化を解決したい　エネルギーをどう選ぶ？ 小西　雅子 岩波書店 地球温暖化を解決するために、さまざまなエネルギーの長所と短所を解説

452 地下水・湧水の疑問50 日本地下水学会編 成山堂書店　 地下水はどこから来て、どう流れているの？名水百選とは？など

453 地震はなぜ起きる？ 　鎌田　浩毅 岩波書店 地震が起きる科学的なしくみと、地震の多い日本で安全に暮らすための準備を紹介。

461 生き物が大人になるまで　「成長」をめぐる生物学 　稲垣　栄洋 大和書房 さまざまな生き物の成長のかたちを紹介し、「大人になること」の意味を考える。

462 自然の中で美しい生きものと出会う図鑑           　藤原　裕二 けやき出版 花、蝶、野鳥から哺乳類まで、美しい姿の写真と魅力、生き方等を紹介

465 ひと目でわかる！ウイルス大解剖 誠文堂新光社　 肉眼では見えないウイルスの世界を、電子顕微鏡写真やイラストを使って詳しく解説

471 草木の種子と果実　増補改訂 誠文堂新光社　 身近にある草木734種類の種子果実を写真で紹介

480 ゾウは足音を立てずに歩く 　小泉　祐里 双葉社 上野動物園の解説員が楽しい知識を教える、イラスト満載の図鑑      

481 動物たちが教えてくれる海の中のくらし             　佐藤　克 福音館書店　 動物に記録計をとりつけて海中の行動を調べるバイオロギングでわかった、海の動物たちのくらし

481 海の極小！いきもの図鑑 　星野　修 築地書館 東京の海で見つけた、小さないきものたちの驚くべき生態

488 身近な「鳥」の生きざま事典 　一日一種 SBクリエイティブ 鳥たちの生態を、可愛いイラストとともに紹介

488 庭や街で愛でる野鳥の本 　大橋　弘一 山と溪谷社 美しい野鳥77種類を原寸大写真で解説       

498 こども衛生学 新星出版社 インフルエンザ、新型コロナ、食中毒など様々なリスクを予防するために 　　　       

517 防災にも役立つ！川のしくみ 　川上　真哉 誠文堂新光社　 川の特徴、自然災害と対策を、写真とイラストで解説            

516 鉄道のたんけん（土木の世界-ドボジョママに聞く） 星の環会 鉄道の歴史、しくみ、メンテナンス、防災対策など

517 川のたんけん　　　　（　〃　） 星の環会　 川の種類と特徴、水害、治水と防災、川の未来など

517 空港のたんけん　　　（　〃　） 星の環会　 空港の歴史、しくみ、防災対策など

518 少年写真新聞社 ごみの種類・分別・処理、ごみを減らす仕組みと技術、世界のごみ事情　など

519 ひと目でわかる地球環境のしくみとはたらき図鑑 　　　      
　トニー・
　ジュニパー

創元社 地球環境の危機をもたらす原因と相互関係を解説するビジュアル図鑑

519 未来をつくる道具わたしたちのSDGs 　　川廷　昌弘 ナツメ社 SDGsの17目標について、達成することで未来がどのように変わっていくかを解説

538 宇宙の話をしよう 　　小野　雅裕 SBクリエイティブ NASAに勤める父が娘と語る、宇宙探査の物語。イラストが豊富。

538 ドキュメント「はやぶさ2」の大冒険 6年の密着取材で、宇宙探査機「はやぶさ2」の舞台裏を描く。

546 電車を運転する技術 　西上　いつき SBクリエイティブ 安全、定時、快適な運転の秘訣

594 ハギレのアイデア ブティック社　 ティッシュポーチ、携帯ケースなどおしゃれで便利な小物の作り方

611 図解でわかる14歳から知る食べ物と人類の1万年史
インフォビジュ
アル研究所

太田出版 食べ物とその欲望の歴史、食のイノベーション、食の安全を目指す動き

632 富岡製糸場　生糸がつくった近代の日本 田村　仁/写真・文 福音館書店　 製糸場の建物や歴史、生糸の生産過程などを写真で紹介

686 日本の鉄道365日 辰巳出版 新幹線の秘密、駅の不思議、鉄道の歴史など、日本の鉄道に関する雑学365本

694 本当に危ないスマホの話 金の星社 スマホにまつわるトラブルをマンガで紹介。危険を回避するには？

726 イラスト映えBOOK 　田村　桂
　山口　真理子

翔泳社 イラストをより良く「魅せる」ためのデザイン的アイデア

726 マンガキャラ動作・ポーズ100　360°             　 西東社 基本的動作と幅広いポーズを、さまざまな角度で描く

726 マンガキャラ顔・髪型・表情入門　360°        　　 西東社 マンガキャラの顔の描き方を徹底解説

727 映
は

えるデザイン　どこで、誰に、何を見せる？
ARENSKI編著 日貿出版社 資料作成やSNS投稿など、「見栄えが良くメッセージが伝わる」デザインのヒント

783 みんなうまくなるバドミントン基本と練習 廣瀬　栄理子 ベースボール・マガジン社 基本技術と練習メニューを、写真と共にわかりやすく解説

798 脳の力を伸ばす！ひらめきクイズ グループ・コロンブス 辰巳出版 「ひらめき力」「直感力」「発想力」をきたえるクイズ74問

　　　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

こんなに恐ろしい核兵器　　１・２

　大野　裕明，
　榎本　司

誠文堂新光
社

　     NHK小惑星リュウグウ着陸
        取材班　　               /講談社

現代用語の基礎知識・別冊2011→2020　3．11から10年の日本列島

オルネラ・シヴァルディ　/チャールズ・イー・タトル出版

国際環境NGO　FoE　Japan編　/合同出版

ごみはどこへいく？ごみゼロ大事典　1家庭　2　社会　3　未来

 

新着図書 リスト  ０ 総記 ～ ７ 芸術・スポーツ 


