
                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書　　名 著者名 出版社

913 ア お探し物は図書室まで 青山　美智子 ポプラ社
コミュニティハウスの中の小さな図書室。「何をお探し？」

司書さんが手渡してくれる本と可愛い付録で悩み解決。

913 ア 三毛猫ホームズの宝さがし　　 赤川　次郎 汐文社

913 ア 三毛猫ホームズの幽霊退治　　 赤川　次郎 汐文社

913 ア 金木犀とメテオラ 安壇　美緒 集英社 北海道に新設された中高一貫の女子校が舞台

913 ア ヨンケイ！！ 天沢　夏月 ポプラ社 離島の高校陸上部。奇跡的に4人のメンバーが揃い、4×100mリレーに挑む。

913 イ あしたの幸福 いとう　みく 理論社
父子家庭だった雨音。父が急死し、赤ん坊の頃に

別れた生母、父の再婚相手と３人で暮らし始める。

913 カ 探偵は友人ではない 川澄　浩平 東京創元社
『探偵は教室にいない』続編。真史が身近な謎解きを

依頼するときだけ会う幼なじみの歩。二人の関係は？

913 コ サステナブル・ビーチ 小手鞠　るい さ・え・ら書房
たったひとつしかない海を守るために…サステナブル・

ビーチを取りもどすための夏休みアクション。

913 コ ハジメテヒラク こまつ　あやこ 講談社
「脳内実況」が趣味のあみ。生け花部に入部し、

文化祭の生け花ショーを実況することになる。

913 テ ほたるいしマジカルランド　　 寺地　はるな ポプラ社
昔ながらの遊園地「ほたるいしマジカルランド」。

お客様に笑顔になってもらうため奮闘する従業員たち。

913 ナ 始まりの木 夏川　草介 小学館
民俗学専攻の大学院生千佳。変人の准教授古屋のお供で

日本各地を旅し、生きること、学ぶことを見つめる。

913 ハ 総理の夫　新版 原田　マハ 実業之日本社文庫
日本初の女性総理・凛子を支える夫の日記。

国民目線の政策を押し通す凛子が素敵！

913 ハ 野原できみとピクニック 濱野　京子 偕成社 進学校に通う優弥と、底辺校に通う稀星は、互いにひかれ合うが…

913 ヒ ぼくもだよ。　神楽坂の奇跡の木曜日 平岡　陽明 角川春樹事務所
盲目の書評家・よう子は、隔週木曜日に編集者との打ち合わせランチを楽しむ。一方、

バツイチの本間は、5歳の息子と週に一度会えるのが木曜日。この二人に起こる奇跡…

913 ヒ 新謎解きはディナーのあとで 東川　篤哉 小学館
警視庁から舞い戻ってきた風祭警部、新人の愛里と

新メンバーで難事件に挑む麗子と、毒舌執事・影山。

913 ホ 紙屋ふじさき記念館　1～３ ほしお　さなえ 角川文庫
「紙こもの市」で紙の世界に魅了された百花は、

記念館でバイトすることになる。

913 マ みつきの雪 眞島　めいり 講談社　
信州の村に住む満希と都会からの山村留学生・行人。

小学校から高校までのふたりの交流と成長の物語

913 ム 透明な耳。 村本　大志 双葉社
音楽とダンスに打ち込んできた由香。事故で難聴になり

絶望におちいるが、周囲の支えで少しずつ立ち直っていく。

913 ム 約束の猫 村山　早紀 立東舎
みいこは、久しぶりに訪れたおばあちゃんの家で、昔この家に遊びに来ていた

という猫のお話を聞く。人気イラストレーターげみとのコラボ。

913 ヨ わんダフル・デイズ 横関　大 幻冬舎
盲導犬訓練施設の研修生・歩美と先輩訓練士・阿久津。盲導犬たちの姿を通し

て見えてくる、飼い主や家族たちの悩みや罪に向き合う。

913 レ 妖怪コンビニで、バイトはじめました。 令丈　ヒロ子 あすなろ書房
コンビニなのに薄暗い、幽霊＆妖怪専門の「ツキヨコンビニ」。そこにひとり

の少年がまぎれこみ、バイトすることになる。

933 ア 空のあらゆる鳥を
チャーリー・ジェー

ン・アンダーズ
東京創元社　

魔法使いの少女と天才科学少年は友情を育んだが、未来を予知した暗殺者にね

らわれる。ＳＦファンタジー。

933 サ 囚われのアマル
アイシャ・

サイード
さ・え・ら書房

父親の借金のために大地主一族の使用人になり、自由も夢も奪われた少女アマ

ル。自由をつかみ取るための反撃

933 ト メアリ・ポピンズ
トラバース

岸田衿子訳
朝日出版社

東風に乗ってやってきたメアリ・ポピンズのものがたり。

画家・安野光雅の叙情豊かな絵で読む名作児童文学。

933 ノ マイク
アンドリュー・ノ

リス
小学館

プロテニス選手を目指すフロイドの試合中に現れた見知らぬ男マイク。彼の姿

は、他の人には見えていないらしく…。

933 マ かるいお姫さま
魔女の呪いで、身体も頭の中もかるくなってしまったお姫さまは、王子さまに

出会ったが…。

933 マ 金の鍵
虹のたもとで金の鍵を見つけた男の子と、妖精の国に迷いこんだ女の子。その

鍵で開けられる鍵穴を探す、不思議な旅

933 マ ロイヤルシアターの幽霊たち
ジェラルディン・

マコックラン
小学館

海辺の保養地のさびれた劇場ロイヤルシアターに住みつく

いろんな時代の幽霊たちと、少女のおはなし。

933 マ ルーパートのいた夏
ヒラリー・

マッカイ
徳間書店

クラリーは祖父母の家で夏を過ごすとき、いとこの

ルーパートといつも一緒だった。第一次世界大戦が始まり…

933 リ
アポロンと5つの神託
　4　傲慢王の墓

リック・

リオーダン
ほるぷ出版

ジェイソンの棺を抱え、ユピテル訓練所へと向かう

アポロンとメグ。

933 チ ブラウン神父呪いの書
ギルバート・キース

・チェスタトン
理論社 ホームズのライバルともいわれる〈ブラウン神父〉が活躍

941 ゲ 魔法つかいの弟子 ゲーテ 理論社 ゲーテ　ショートセレクション

953 ル 怪盗ルパンさまよう死神 モーリス・ ルブラン 理論社 ルブラン　ショートセレクションⅡ

片山刑事と妹の晴美、名探偵猫の三毛猫ホームズが

謎を解く「三毛猫ホームズの事件ノート」シリーズ

ジョージ・マクド

ナルド作

モーリス・セン

ダック絵

岩波書店
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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。 

 

今年は、コロナ禍のなかでオリンピック・パラリンピックが

開催され、夏休みもいつもより長くなり、いろいろなことが記

憶と歴史に残る夏でした。十代の選手たちの活躍も心に残りま

したね。みなさんはどんな夏休みを過ごしましたか？  

第七中図書館では、昼休みの図書貸出も始まり、少しずつ「い

つも」に戻っています。夏休み中に届いた本なども展示中です。

中間考査も近いので忙しくなりますが、新しい本を探しに来て

ください。          （司書・森） ～ 広げよう、本で自分の世界を ～ 

夏休みまでに借りた本は全部返しましたか？ 

 



 

分類 書名 著者 出版者

159 「空気」を読んでも従わない　生き苦しさからラクになる 鴻上　尚史 岩波ジュニア新書 まわりの目が気になって生きづらい人に、「生きやすく」なる方法を伝える。

159 世界を変えるための50の小さな革命
ピエルドメニコ・

バッカラリオ

太郎次郎社エ

ディタス

ペットボトルの水を買うのをやめる、スマホなしで

待ち合わせをするなど、世界を変える小さな革命

159 朝日新聞出版
中村憲剛、ケンブリッジ飛鳥、羽生義治など、

各界のトップランナー11人にインタビュー。

210 日本の装束解剖図鑑　古代から現代まで

イラストで読み解く有職故実の世界
八條　忠基 エクスナレッジ

朝廷や公家、武家の人びとの「装束」のルーツや

時代背景などをオールカラーイラストで解説

317
消えたレッサーパンダを追え！
警視庁「生きもの係」事件簿

たけたに　ちほみ 学研プラス
生き物の密輸や違法な売買などの犯罪をあつかう

警視庁「生きもの係」を描くノンフィクション

366 障害者とともに働く
藤井　克徳

星川　安之
岩波ジュニア新書

障害のある人の労働の実態と、障害者が働くさまざまな

企業を紹介。誰もが希望を持って働ける社会のあり方とは？

367 女の子はどう生きるか　 上野　千鶴子 岩波ジュニア新書 女の子たちが日常的に抱くモヤモヤや疑問にアドバイス

369 金の星社 くらしを助けるための福祉用具を、使用場面やジャンルごとに紹介

369 金の星社 目や耳が不自由な人、発達障害のある人のための福祉用具

369 となりの難民　日本が認めない99％の人たちのSOS 織田　朝日 旬報社 外国人支援団体の主宰者が日本にいる難民の姿を紹介

371 小学館
いじめ、ケンカ、トラブルを解決するため、本当に頼れる大人を探し出して

相談し、解決のために動いてもらう方法

375 勉強脳のつくり方　親子で学ぼう！
脳のしくみと最強の勉強法

池谷　裕二監修 日本図書センター
空腹・移動・寒さを利用した学習法、　眠って記憶を育てる「レミニセンス

効果」など、脳のしくみをいかした勉強法

379 勉強が楽しくなっちゃう本 QuizKnock 朝日新聞出版
勉強とは強制されたり、誰かと比較しながらするものではない。自分がやり

たいことを実現するために楽しく勉強について考えていきましょう。

382 モノのはじまりを知る事典　 吉川弘文館 私たちの生活に身近なモノの誕生と変化、名前の由来、発明者などの事典

430 世界をうごかした科学者たち　化学者 ゲリー・ベイリー ほるぷ出版 偉大な科学者が、どのようにしてその道へ進み、研究を深めていったか？

444 日食と月食
藤井　旭

　監修・写真
ほるぷ出版 太陽・月・地球の動きとともに、日食と月食が起こるしくみを紹介

451 気温が1度上がると、どうなるの？ K．S．シュライバー 西村書店 気候や温室効果のしくみ、産業の発展による暮らしの変化と気候への影響

460 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　第２弾

461
命のものさし
　動物の命・人間の命・わたしの命

今西　乃子 合同出版
動物園に展示される命と殺処分される命…。動物園獣医師の

目を通して、命の役割、命の尊厳とは何かを考える。

480 水族館めぐり　aquarium　trip
480 動物園めぐり　zoo　trip
480 ざんねんないきもの事典　ますます 今泉　忠明監修 高橋書店 進化したら、なぜか残念な感じになってしまった生き物、第６弾

486 昆虫記すばらしきフンコロガシ ファーブル 理論社 ファーブル昆虫記　ショートセレクション。

489 クジラをめぐる冒険　ナゾだらけの

　生態から対立する捕鯨問題まで
石川　創 旬報社

クジラとはどんな動物か、人間との関わりの歴史、著者が携わった南極海で

の調査、捕鯨問題などを解説

490
こどもホスピスの奇跡
　短い人生の「最期」をつくる

石井　光太 新潮社
余命少ないこどもが家族との思い出を作れる場、として大阪に誕生した「こ

どもホスピス」の、これまでとこれから。

493 感染症とワクチンについて専門家の父に聞いてみた
さーたり

中山　哲夫
KADOKAWA

外科医で漫画家であるさーたりが、ウイルス学の専門家である父に聞いて漫

画でわかりやすく描いた、感染症とワクチンを知る本。

498 学校では教えてくれない自分を休ませる方法 井上　祐紀 KADOKAWA
無性にイライラする、コロナで目標がなくなった…。精神科医が、様々な悩

みに答え、自分を休ませる方法を提案

547
メイツユニバー

サルコンテンツ

日本全国の学校でネット情報との接し方を講演した内容と、子ども・保護者

からの質問をまとめて解説している。

609 メートルくんとキログラムくんと単位の仲間たち　　　　　　 うえたに夫婦 大和書房
メートル、キログラム、秒、カンデラ（光度）などの単位をキャラクターに

して、単位の成り立ちや意味などをマンガで解説

630 お蚕さんから糸と綿と 大西　暢夫 アリス館 養蚕農家、糸とり名人、繭むき名人の仕事を写真で紹介

699 希望、きこえる？　ルワンダの
　ラジオに子どもの歌が流れた日

榮谷　明子 汐文社
多くの人がラジオを聞いているルワンダで、子どものための

初のラジオ番組を作ろうとしたユニセフ職員である著者の記録

702
なんで洞窟に壁画を描いたの？
　美術のはじまりを探る旅

五十嵐　ジャンヌ 新泉社
古代のホモ・サピエンスは何を伝えようとしたのか。東京、

パリ、ボルドー、長野へと旅して、美術の始まりを探る。

796 羽生善治の将棋の教科書　改訂版 羽生　善治 河出書房新社 将棋のルールを覚えた人がさらにステップアップ

798 扶桑社 フジTV「今夜はナゾトレ」の「小学生でもわかる常識Q」

810 さらに悩ましい国語辞典 神永　曉 角川ソフィア文庫 辞書編集者がつい気になる、時代と共に変化することばの不思議に迫る。

811 難読漢字の奥義書 円満字　二郎 草思社
さまざまな難読漢字について、漢字のしくみと移り変わり、漢字を使いこな

すための知恵などを紹介

817 13歳からの読解力 山口　謠司 PHP研究所 読む力、書く力、考える力、伝える力の総合力を身につける

829 韓国語単語イラストBOOK　 山崎　亜希子監修 ナツメ社 よく使われる韓国語単語を、日常風景のイラストとともに紹介。

100さいの森 松岡　達英 講談社 100年前に人の手で作られた明治神宮の森の歴史と森で暮らす生きものたち

プラスチックのうみ
ジュリア・ブ

ラットマン絵
小学館

プラスチックごみは、どのように海を汚しているのか。きれいな海を取り戻

すにはどうしたらいいのか。美しいイラストで伝える絵本。

子どもの本の世界を変えた
ニューベリーの物語

ナンシー・

カーペンター絵
西村書店

世界初の児童図書賞「ニューベリー賞」の名前の由来になったニューベリー

さん。子どもの本の開拓者の伝記絵本。

あつかったらぬげばいい ヨシタケ　シンスケ 白泉社 さむかったらきればいい。悩まないで気楽に生きるヒント

あんなにあんなに ヨシタケ　シンスケ ポプラ社 「あんなにきれいにしたのにもうこんな…」というような泣き笑いがいっぱいの絵本

E

え
ほ

ん

　　　４　　自然科学　　　　５　　工業　　　６　　産業

　　　１　　哲学　　　２　　歴史　　　３　　社会科学

今日から始めるコツコツのコツ　トップランナー11人が夢を

叶えるために大切にしたこと

福祉用具の図鑑　手や足の働きを助ける

福祉用具の図鑑　目や耳の働き・発達障害を助ける

おとなを動かす悩み相談クエスト　こども六法NEXT

コロナ禍でも飼育員たちが守り抜いてきた、日本全国の

水族館・動物園の動物たちを、オールカラー写真で紹介

13歳からの「ネットのルール」　誰も傷つけないためのスマ

ホリテラシーを身につける本

小学生のほうがわかる！？ひらめき常識ナゾトレ　第1巻・第２巻

わいるどらいふっ！　身近な生きもの観察図鑑　2　（一日一種）

G．B．

　　　７　　芸術・スポーツ　　　　８　　言語　　　

新着図書 リスト   ０ 総記 ～８ 言語、 絵本 



 


