
                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書　　名 著者 出版社

801 セ 世界の「こんにちは」 世界の115言語の「こんにちは」を集めた本。

810 カ 辞書編集者が選ぶ美しい日本語101　 神永　曉
時事通信

出版局

国語辞典のレジェンド編集者が出会った「美しい日本語」「伝え、残したいこと

ば」を綴ったエッセー集

811 コ 学校では教えてくれないゆかいな漢字の話 今野　真二 河出書房新社　
難読漢字や漢字のつくりを楽しく解説。日本語の歴史や、漢字遊びのヒントにな

る話も紹介

913 ア 夜叉神川 安東　みきえ 講談社 人間の心の中にある魔物と神、その恐怖と祝福とを描く短編集

913 ア 教室に並んだ背表紙 相沢　沙呼 集英社 中学校の図書室を舞台に、少女たちの友人関係や揺れる心模様を描く。

913 イ 龍神の子どもたち 乾　ルカ 祥伝社
神の山を守ってきた集落が、開発で地元派とニュータウン派に分裂。夏休み、双

方の中学生9人が林間学校に参加中に土砂崩れが発生し…

913 エ 宮廷神官物語　12 榎田　ユウリ 角川文庫
全11巻のアジアン・ファンタジーのその後。藍晶が王となった麗虎国。次期大神

官に内定している神官・鶏冠と、師を支える天青は…。

913 オ めぐりんと私。 大崎　梢 東京創元社
3千冊の本を載せて走る移動図書館「本バスめぐりん」と出会った人たちの物語。

ミステリ連作集第2弾。

913 ク いちご×ロック 黒川　裕子 講談社
学校でも家でもどん底状態の高1女子・海野苺。偶然の出会いから、エア・ギター

のバンドに誘われてのめりこみ…。

913 ゴ 5秒後に意外な結末　オイディプスの黒い真実 桃戸　ハル編 学研プラス クセになる「ノンストップビジュアルショートノベルス」

913 ゴ 講談社文庫 人気のショート・ショート集のベスト・セレクション

913 ス
バウムクーヘンとヒロシマ
　ドイツ人捕虜ユーハイムの物語

巣山　ひろみ くもん出版
日本で初めてバウムクーヘンを焼いた、第一次世界大戦でのドイツ人捕虜カー

ル・ユーハイムさんのものがたり。

913 セ その扉をたたく音 瀬尾　まいこ 集英社
音楽への夢を捨てきれない宮路。演奏に訪れた老人ホームで、介護士・渡部の

サックスの音を耳にして感激し、セッションしようと誘う。

913 ハ 都会（まち）のトム＆ソーヤ　18 はやみね　かおる 講談社
内人と創也は、SNSで話題の招待状の謎を解き、8人でグループを作ってゲームに

参加するが…

913 マ 都会のトム＆ソーヤ最強ガイド はやみね　かおる 講談社
登場人物紹介、これまでの事件の振り返り、特別書き下ろし短編、にしけいこ描

き下ろし短編マンガなどを収録する。

913 ヒ 君に読ませたいミステリがあるんだ 東川　篤哉 実業之日本社
鯉ケ窪学園高等部「第二文芸部」の部室に迷いこんだ僕は、美人部長・水崎アン

ナに、自作のミステリを読まされて…。

913 ヒ クスノキの番人 東野　圭吾 実業之日本社
盗みで逮捕された玲斗。初めて会う伯母に、弁護士費用を払うかわりに「クスノ

キの番人」を命じられる。神社の大木クスノキの秘密とは？

913 ブ 文豪誕生
　7人の文豪たちのデビュー作・出世作

新紀元社
芥川・太宰・乱歩など７人の作品のアンソロジー。文豪読み解きミニ事典、文豪

略年表なども収録。

913 マ 夏のカルテット 眞島　めいり PHP研究所
中1の夏休み。図書委員当番・1年A班に集まった、クラスも部活もバラバラな4

人が、音楽でつながる。

913 マ 零から0へ まはら　三桃 ポプラ社
戦後、鉄道総局の研究所に入所した聡一は、戦闘機製作に関わった軍出身の技術

者たちとともに新幹線の開発に取り組む。

913 ミ ドキュメント 湊　かなえ KADOKAWA
高校放送部が舞台の『ブロードキャスト』続編。全国大会を目指してドキュメン

ト作品を作り始めるが、思わぬできごとが発生し…

913 ム みつばちと少年 村上　しいこ 講談社
クラスでうまくやっていけない中１の雅也。夏休みに、北海道で養蜂場を営むお

じさんのところで、さまざまな境遇の子どもたちと出会う。

913 ム コンビニたそがれ堂異聞　千夜一夜 村山　早紀
ポプラ文庫

ピュアフル
探しものが見つかる不思議なコンビニ「たそがれ堂」シリーズ特別編

933 ク ブラックホールの飼い方
ミシェル・

クエヴァス
小学館

科学好きな11歳の少女ステラ。何でも飲み込む小さなブラックホールを飼うこと

になったが…

933 グ 少年弁護士セオの事件簿　7
　無実の共犯者

ジョン・

グリシャム
岩崎書店 13歳の弁護士セオが格差社会のしくみに挑む。ジュニア向け法廷ミステリー。

933 ハ きみのいた森で
ピート・

ハウトマン
評論社　

スチューイとエリーは毎日のように森で遊んでいたが、ある日、エリーの姿がぼ

やけて、そのまま消えてしまう。

（こぐま社）声に出して読みやすく、聞いて楽しい昔話のシリーズ。なつかしく

なるお話がいっぱい！

5分後に意外な結末ベスト・セレクション　　心震える赤の巻

子どもに語るシリーズ　　日本の昔話，日本の神話，中国の昔話，
アラビアンナイト，モンゴルの昔話，イギリスの昔話，北欧の昔話

分類

日経ナショナルジオグラフィック社　

913

923　他

 

 

 

 

 

令和 3（2021）年１０月２６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   新着本の棚に 10／28（木）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。予約もできます。 

 

１０月中旬までは、季節を間違えたかのような
残暑が続いていましたが、このところ急に秋が
深まってきましたね。秋と言えば、芸術、勉学、
スポーツ、そしてもちろん読書ですね！１１月
に、図書委員会が読書週間を実施する予定です。 

いろいろ計画を進めているので、 
どうぞお楽しみに・・・        

（司書・森） 

第七中学校 
 図書館だより 

     ＊ 本はともだち ＊ 

   令和３（2021）年度 第 5 号 
～ 読書で知識を広げよう ～ 



分類 書名 者名 出版社

019 10代のための読書地図 本の雑誌編集部 本の雑誌社
10代におすすめするベスト100座談会、ジャンル別ブックガイド、10代の

ときに読んでおけばよかったと後悔した本など

031 ニッポン第1号ものがたり 楠木　誠一郎 講談社　
初めてのかき氷、和製ロボット初号機、マンガ第1号など、いろいろなジャ

ンルの「ニッポン第1号」を、マメ知識とともに楽しく紹介

070
伝える技術はこうみがけ！
　読売KODOMO新聞・読売中高生新聞の現場から

新庄　秀規

藤山　純久
中央公論新社

『読売KODOMO新聞』記者が「分かりやすい」「面白い」「役に立つ」記

事の書き方についてまとめる。

185 お寺のどうぶつ図鑑 二見書房
ネコは商売繁盛、ウシは無病息災、トラは金運向上…。お寺の動物のご利

益、驚きの歴史を解説

210 地域別×武将だからおもしろい戦国史                         小和田　哲男監修 朝日新聞出版
戦国時代の歴史を地域ごとに分けて解説。関連する映画やドラマ、マンガ、

小説なども紹介する。

210
メイツユニバー

サルコンテンツ
「どこで何が起こったのか」を、詳しい図解と資料でわかりやすく解説

210
第2次世界大戦前・戦中・戦後で、日本人のくらしはどう変化したのか。多

数の写真や図版とともに紹介する。

291
地形がわかる東海道五十三次
　歩いて楽しむガイドブック

大石　学監修 朝日新聞出版
日本橋から京まで、全長約500キロの東海道五十三次を、カラー写真や地図

とともに紹介

291 ドローン空撮で見えてくる日本の地理と地形 藤田　哲史 実業之日本社 川と地形、田畑、交通路、古戦場など、地上100～140mから撮影した写真で解説

319
聞かせて、おじいちゃん
　原爆の語り部・森政忠雄さんの決意

横田　明子 国土社
小5の孫に頼まれて、11歳の時広島で被爆した体験を語ったことがきっかけ

で、語り部になった森政忠雄さん

333
10代からのSDGs
　いま、わたしたちにできること

原　佐知子 大月書店
やりたいことを見つけて、同じ目的を持つ仲間に出会えるために、実際に行

動している人たちのさまざまな取り組みを紹介。

333
武器ではなく命の水をおくりたい
　中村哲医師の生き方

宮田　律 平凡社
35年にわたって人道支援にあたりながら凶弾に倒れた

中村哲医師の、生き方、考え方を伝える。

361
「ハーフ」ってなんだろう？
　あなたと考えたいイメージと現実

下地　ローレ

ンス吉孝
平凡社

ハーフの人たち一人ひとりの声を聞き、現実を知って、

人権やメンタルヘルスについて考える。

361
見た目が気になる
　「からだ」の悩みを解きほぐす26のヒント

河出書房新社　
人はどうして見た目が気になるのか。モデルや社会学者、

漫画家など26人が「見た目」との向き合い方を考える。

369
大切な人は今もそこにいる
　ひびきあう賢治と東日本大震災

千葉　望 理論社
著者の実家は陸前高田市の寺院。大災害時代の

死について考え、伝えたいことを綴る。

369 わかな十五歳　中学生の瞳に映った3・11 わかな
ミツイパブ

リッシング

中学の卒業式の日に福島で被災した著者。23歳から講演活動をしている。

10年間に何を見て、何を感じてきたのか？

372
SDGs時代の国際協力
　アジアで共に学校をつくる

西村　幹子ほか 岩波ジュニア新書
バングラデシュで学校づくりに取り組んできたNGOの活動を、日本からの参

加者・現地の生徒たちの声とともに紹介

386 しばわんこの和のおもてなし 川浦　良枝絵と文 白泉社
季節の行事・料理・お菓子、梅仕事、花遊びなど、おうち時間が豊かになる

和のアイディアがいっぱい！

404
教科書の外で出会う、ぼくらの身のまわりの理科
（14歳の世渡り術）

うえたに夫婦 河出書房新社
日常生活には「理科」があふれている。身のまわりの

素朴な疑問をマンガでわかりやすく解説。

410 文系も理系もハマる数学クイズ100 横山　明日希 青春出版社
「数学のお兄さん」が、数学クイズ100問を出題。

考えて解けると、すごく気持ちいい！

430 人物でよみとく化学　中学生・高校生・大学生の

もっと知りたい！にこたえる
藤嶋　昭ほか

朝日学生

新聞社

化学分野の重要な16テーマを取り上げ、特に貢献した

人物3人の研究成果を、わかりやすく解説

440
NHK子ども科学電話相談
　天文・宇宙スペシャル！

NHK「子ども科学電

話相談」制作班編
NHK出版

「ブラックホールをそうじ機にできる？」など、

子どもたちの疑問に、3人の先生が全力で答える。

445 地球以外に生命を宿す天体はあるのだろうか？ 佐々木　貴教 岩波書店 「第2の地球」といえるような、生命を宿す天体はあるのか？

450 偕成社 美しい風景・すごい地形がどうやってできたのかを、多くの写真とともに解説

451 図解でわかる14歳からの脱炭素社会
インフォビジュ

アル研究所
太田出版 SDGｓが目指す「脱炭素社会」の新常識を、カラー図版でわかりやすく解説

456
チバニアン誕生
　方位磁針のN極が南をさす時代へ

岡田　誠 ポプラ社
千葉県市原市のガケに、約77万年前に地球の磁場が逆転したことを示す痕跡

が残されていた！地質年代「チバニアン」承認までのドラマ。

480 1日のおわりにもふもふタイム 松原　卓二 大和書房 日本中の動物園で撮影した、かわいすぎる「もふもふ」写真集

481 池の水なぜぬくの？　外来種を探す

だけではない“ほんとうの理由”
安斉　俊 くもん出版

池の水ぬきは、“洪水が起きたあとの状態”をつくり、

池の生きものを守るための科学的な取り組み。

488 NHK子ども科学電話相談
　　鳥スペシャル！

NHK「子ども科学電

話相談」制作班編
NHK出版

「インコはなぜ人間の言葉をまねするの？」などの

疑問に、2人の先生がやさしく答える。

489
命の境界線
　保護されるシカと駆除される鹿

今西　乃子 合同出版
奈良公園の鹿は保護され、田畑を荒らす有害獣は

駆除される。人間と野生動物の共存とは何か？

491
ずかんヒトの細胞
　見ながら学習調べてなっとく

牛木　辰男 技術評論社
ヒトの細胞を詳しい模式図や電顕写真などで紹介し、

基本的な情報をわかりやすく解説する。

518 もしもトイレがなかったら 加藤　篤
少年写真

新聞社

健康と衛生的な暮らしのために大切な「トイレ」。

災害時や昔のことなどを交えながら解説

547
ネット・スマホ攻略術
　ネットが最強のパートナーになる

山崎　聡一郎 講談社
ネットやスマホに振り回されず、自由に使いこなせる

大人になろう！　10のケースマンガでくわしく解説。

589 大接近！スポーツものづくり　1

　競技用車いすの工場
高山　リョウ 岩崎書店

設計から仕上げまですべて手作りで組み立てる

競技用車いすづくりの現場に潜入

594 ピポンのフェルトで作る部活応援チャーム
がなはようこ

ピポン

文化学園文化

出版局
フェルトで作る部活応援チャームやマスコットドール.

596 柴田書店
４人のパティシエが、子どもでも作れる方法で

お菓子のレシピを伝授

650
山をつくる
　東京チェンソーズの挑戦

菅　聖子 小峰書店
30年後の未来を見つめながら東京の森で働く、

現代のきこり。「木を育てる」「木を届ける」仕事

760
音楽が楽しくなる
　（学校では教えてくれない大切なこと）

亀田　誠治

監修
旺文社

身の回りにあふれている「音楽」の魅力や重要性、

楽器演奏、作詞・作曲などをマンガで紹介

760
1曲1分でわかる！吹奏楽編曲
されているクラシック名曲集

柴田　克彦 音楽之友社
吹奏楽で演奏されているクラシックの名曲265曲と

作曲家78人を紹介・解説する。

780
パラリンピックは世界をかえる
　ルートヴィヒ・グットマンの物語

ローリー・アレク

サンダー
福音館書店

ナチスの迫害を受けイギリスに亡命した医師ルートヴィヒは、

下半身まひの治療にスポーツを取り入れ、病院で競技会を開く。

780
チェンジ！　パラアスリートを撮り続けて、ぼくの

世界は変わった
越智　貴雄 くもん出版

パラアスリートを追い続けるカメラマンが、

パラリンピックと、関わった選手たちについてつづる。

780 スポーツ観戦を楽しむ本　 成美堂出版
68競技の基本ルール、競技場や歴史、見どころなどを

写真やカラー図版で解説。

782 ジュニアアスリートのための最強の跳び方
メイツユニバー

サルコンテンツ

ジャンプのメカニズム、競技特性から見たジャンプ力を

高める方法などを、写真とともに解説

お菓子はすごい！ 小学生から使える、子どものためのはじめてのお菓子の本

　　　　０　総記　　　１　哲学・宗教　　　２　歴史・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

日本歴史地図　あのできごとはここで起こった！　古代から現代までを徹底解説

くらしをくらべる戦前・戦中・戦後　1　衣食住のうつりかわり，2　町や国の

ようすのうつりかわり，3　文化や娯楽のうつりかわり　　古舘　明廣／岩崎書店

絶景のふしぎ100　　世界と日本の美しい風景・すごい地形のなぜ

 

新着図書 リスト   ０ 総記 ～７ 芸術・スポーツ 
 


