
                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書　　名 著　者 出版社

910 カ 平安男子の元気な！生活 川村　裕子 岩波ジュニア新書
まったりと優雅なイメージだが意外とアクティブな、千年前の男子たちの

生活エピソード集。古典を読むのが楽しくなる。

913 ア お庭番デイズ　逢沢学園女子寮日記　上・下 有沢　佳映 講談社
逢沢学園女子寮で代々受け継がれている秘密の役職「お庭番」に任命され

た3人が、学園内外のトラブル解決に大活躍！

913 イ この言葉が、きみの呪いを解くのなら    　　      伊藤　クミコ 講談社
花は中学最後の文化祭で、思いを寄せる結翔と一緒に演劇の脚本を作るこ

とになり、心の秘密を打ち明ける。

913 イ ギフト、ぼくの場合 今井　恭子 小学館
父が家を出てから思い出のギターに触れてなかった優太。小学校のバンド

演奏で、怪我をした友だちの代わりにギターを弾くことになり…。

913 オ チョコレートのおみやげ 岡田　淳 BL出版 チョコレートみたいに優しい物語。

913 シ あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。　　 汐見　夏衛
スターツ出版

文庫

母とケンカして家を飛び出した中2の百合が目を

さますと、戦時中の日本。特攻隊員の彰と出会が…。

913 シ あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。　　 汐見　夏衛
スターツ出版

文庫

中2の涼は、転校先で出会った百合にひかれるが、

75年前の戦時中にまつわる話を聞かされて…。

913 ソ 空ニ吸ハレシ15ノココロ　おばあちゃんへのラストレター 園田　由紀子
PHPエディター

ズ・グループ

施設で暮らし始めた祖母の妙子と、高校で寮生活を

始めた孫の理沙。往復書簡で描く、家族の物語。

913 タ 私立五芒高校恋する幽霊部員たち 谷口　雅美 講談社 1話5分で読める、学園オカルト＆ラブ連作短編集

913 ナ あなたがいたところ　ワタシゴト14歳のひろしま　2 中澤　晶子 汐文社
ひろしま修学旅行で被爆建物を訪れる生徒たち。

「被爆体験を継承すること」に深く切りこんだ物語。

913 ナ 臨床の砦 夏川　草介 小学館
命がけでコロナに立ち向かった小さな病院の知られざる物語を描く、『神

様のカルテ』著者によるドキュメント小説

913 ハ ギフト 原田　マハ ポプラ文庫 なにげない毎日の中にひそむ小さな幸せを描く、心温まる短編集。

913 ヒ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　16　　　　　　 廣嶋　玲子 偕成社 その駄菓子屋は、幸せと不幸のわかれ道。

913 ホ 紙屋ふじさき記念館　4　故郷の色海の色 ほしお　さなえ 角川文庫
百花の所属する小冊子研究会は、新歓遠足で川越の「活版印刷三日月堂」

の見学へ。

913 ム イーブン 村上　しいこ 小学館
気持ちが痛いときはどうしたらいいのか…？「イーブンな関係」について

考えはじめた少女の成長物語。

913 モ 闇に光る妖魔　アサギのよぶ声 森川　成美 偕成社
「アサギをよぶ声」の後日譚。アサギの孫・ヤヒコは父に命じられた一人

旅で、開拓地へ移住しようとするユンに出会う。

913 モ 5分後に意外な結末Q　正解より素敵なパズルの解き方 桃戸　ハル 学研プラス パズルの答えと小説の結末が融合した連作短編集

913 ヤ ボーダレス・ケアラー
生きてても、生きてなくてもお世話します

山本　悦子 理論社
死んだ愛犬のリードを持って散歩をすると、生と死のはざまにいる「ボー

ダー」の姿が見えることに気づいた海斗。

933 グ
明日をさがす旅
　故郷を追われた子どもたち

アラン・グラッツ 福音館書店
1939年ドイツ、1994年キューバ、2015年シリア。故郷を追われた3

人の子どもたちの運命は、時を超えて、思わぬところで結びつく。

949 リ 名探偵カッレ　城跡の謎
アストリッド・リ

ンドグレーン
岩波書店

のどかな町の安全を守るため、日々探偵の仕事に励むカッレ。北欧の夏を

舞台にした、遊びと冒険の推理児童小説。

953 グ 神さまの貨物
ジャン＝クロー

ド・グランベール
ポプラ社

森を走りぬける貨物列車の小窓から雪の上に投げられた赤ちゃんの命を守

ろうとする貧しい夫婦…。
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令和 3（2021）年１１月 22 日 調布市立第七中学校図書館 

新着本の棚に１１/２４（水）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。 

 

第七中学校 
 図書館だより 

     ＊ 本はともだち ＊ 

   令和３（2021）年度 第６号 
～ 読書で知識を広げよう ～ 

＊12 月 1～8 日は面談日、９日は研究日なので、昼休みの開館
がありません。そのため、11 月 18 日貸出分から、貸出期間を

３週間としています。貸出期限票カードを確認しましょう。 

**七中読書週間 １１月２４日から** 

図書委員会が、先生方からのおすすめ本、

七中生の新しい本の希望アンケート、 

図書室の飾りつけなどを企画しています。 

読書期間中は、いつもの貸出冊数プラス２冊 

まで借りられます。まずは図書室へ！ 

『ほんとのであい 2021』を配ります。 
調布市立中学校の司書８人が選んだ 

おすすめ本のリストです。リストの本は、図書室の

「ほんとのであいコーナー」に展示しています。 
どの本も、自信を持っておすすめ！  

前年までのおすすめ本は、それぞれの分類の棚に 

あります。年号入りの銀色シールが目印です。 
さがしてみましょう。 ‘21 

新着図書 リスト    ９ 文学   



 

分類 書  名 著 者 出版社

069 ミュージアムグッズのチカラ 大澤　夏美 国書刊行会
「かわいいを楽しみたい」「感動を持ち帰りたい」など、見学の記念に買

いたくなるミュージアムグッズと開発秘話を紹介。

159 ミライを生きる君たちへの特別授業 　　　　     
ジュニスタ編

集部編
岩波書店

さまざまな不安や悩みをもつ中学生に向けて、大人が自分の経験や考えを

真剣に伝える、中学校での出前授業

289 わたしは銭湯ペンキ絵師 田中　みずき 秀明大学出版会
全国でたった3人の銭湯ペンキ絵師。銭湯の未来と自身の半生、ペンキ絵

の舞台裏と魅力を語る。

289 窓の向こう　ドクトル・コルチャックの生涯
ワルシャワの小児科医コルチャック。なぜ子どもたちのために生涯を尽く

し、共にガス室に向かったのか。

291 東京タイムスリップ1984〓2021　　　　　　
善本　喜一郎

写真
河出書房新社

昭和末期の東京の風景を、2020・21年に同じアングルで撮影したもの

と並べて紹介。劇的な変化を楽しめる。

291 京都のトリセツ　地図で読み解く初耳秘話 昭文社
京都府の多彩な特徴と魅力を地図で紹介。知られているようで知られてい

ない京都府の意外な素顔に迫る。

302 なぜ世界を知るべきなのか 池上　彰 小学館YouthBooks
世界を旅してきた著者が若者に、コロナ禍で内向き志向になっている今こ

そ世界に目を向けようと伝える。

333 ムズカシそうなSDGsのことがひと目でやさしくわかる本 本田　亮 小学館 SDGsの17の目標と主要なターゲットを楽しいイラストで紹介

367 親の期待に応えなくていい 鴻上　尚史 小学館YouthBooks
「親を大切にすること」と「言うとおりになること」はまったく別。親の

期待から自由になるための方法を説く。

369 河北新報社　 被災地の震災直後と10年後の復興の様子を空撮を中心に紹介

369 孤塁　双葉郡消防士たちの3・11 吉田　千亜 岩波書店
地震・津波被災者の救助に加えて原発構内での給水活動や火災対応にもあ

たった、地元消防の苦難と葛藤を、消防士約70名が証言する。

383 マンガでわかる日本料理の常識 長島　博監修 誠文堂新光社
日本の食文化の原点と「なぜ？」を、日本の自然・風土や民俗、科学、歴

史の視点からマンガを交えて解説

388 妖怪がやってくる 佐々木　高弘
岩波ジュニアス

タートブックス

昔の記録や物語から現代のアニメまで、妖怪の現れ方は時代によってどの

ように変わったのか？妖怪の正体に迫る。

407 なぜ私たちは理系を選んだのか
　未来につながる〈理〉のチカラ

桝　太一
岩波ジュニアス

タートブックス

宇宙飛行士、ベストセラー作家、アスリート…。大学で理系分野を学び、

現在はさまざまな分野で活躍している7人にインタビュー。

410 深掘り！中学数学　教科書に書かれていない数学の話 坂間　千秋 岩波ジュニア新書 中学数学の「当たり前」をていねいに説明し、理解を深める。

431 図解身近にあふれる「元素」が3時間でわかる本 左巻　健男編 明日香出版社 一番最初に誕生した元素は？　ルビーとサファイアは同じ石？　

457
もがいて、もがいて、古生物学者！！
　みんなが恐竜博士になれるわけじゃないから

木村　由莉 ブックマン社
恐竜少女だった著者が、青春の全てを恐竜と古生物に捧げて古生物学者に

大進化した、成長ストーリー。

462 ゲッチョ先生と行く沖縄自然探検　　　　　　　　　 盛口　満 岩波ジュニア新書
博物学者ゲッチョ先生が、生き物の宝庫・沖縄の個性的な自然や文化を、

イラストと共に紹介。

471 ようこそ！葉っぱ科学館
多田　多恵子

写真・文
少年写真新聞社　

虫や動物、暑さ寒さや乾燥などにいつもねらわれ、生き残るために知恵を

働かせている葉っぱを写真とともに解説。

474 富士山のまりも（たくさんのふしぎ傑作集） 亀田　良成 福音館書店
50年以上前、著者が自由研究のため山中湖から持ち帰ったまりもは、水

槽の中で今も育っているが、山中湖のまりもは絶滅しかけている…

480
だれの子？　マジで違いすぎ！
　動物親子写真図鑑

講談社
29種の動物の「赤ちゃんの写真」「親の写真」「親子の写真」。親子で

見た目や色、大きさが違う理由は？

480 動物なぜなに質問箱
小菅　正夫

あべ　弘士
講談社

旭山動物園の元園長・小菅正夫と、元飼育係・あべ弘士が質問にズバリ答

える。

483 サンゴは語る 大久保　奈弥
岩波ジュニアス

タートブックス

絶滅の危機に直面するサンゴの神秘的で興味深い世界をサンゴ自身が解

説。

487 南極のさかな大図鑑　たくさんのふしぎ版 岩見　哲夫文 福音館書店
世界で一番冷たい、マイナス2度の海で生き抜いてきた南極の魚たち紹介

する図鑑

489 オランウータンに会いたい 久世　濃子 あかね書房
ボルネオ島でオランウータンの研究をしている著者が、オランウータンの

ユニークな体や生活などを紹介。

489
この世界からサイがいなくなって
しまう　アフリカでサイを守る人たち

味田村　太郎 学研プラス
サイの角をねらった密猟者と、サイを守ろうとする人たちの知られざる戦

い。

498 教えて！栄養素男子
気になるあの栄養素がよくわかる

イケメン栄養素男子たちが、それぞれの栄養素の役割や能力をわかりやす

く解説

547 ネットの約束　今から知っておきたいルールとマナー
インターネットを利用するときに知っておきたい、情報セキュリティの基

礎知識を漫画とイラストで解説。

548 ドラえもんを本気でつくる 大澤　正彦 PHP新書
ドラえもんを作りたいという夢を持ち続け、ミニドラづくりに取り組む研

究者が、人とロボットの未来について語る。

646 ダチョウはアホだが役に立つ 塚本　康浩 幻冬舎
並外れた免疫力をもつダチョウのすごさとアホさ、無限の可能性を秘めダ

チョウ抗体などについて伝える。

702 社会を変えた50人の女性アーティストたち　　　　           
レイチェル・イグ

ノトフスキー
創元社

常識や古い価値観にしばられず、自分自身を自由に力強く表現した女性

アーティストを、イラストとともに紹介

778
特撮の地球科学
　古生物学者のスーパー科学考察

芝原　暁彦

大内　ライダー
イースト・プレス

怪獣やスーパーヒーローなどの特撮作品に映る全てを、古生物学者が科学

で解き明かす。

780 新しい体幹の教科書
林　英祐

柴　雅仁
池田書店 「使える体幹」トレーニングでカラダが劇的に変化する。

780 ジュニア選手のための夢をかなえる「スポーツノート」活用術　
佐藤　雅幸監

修

メイツユニバーサ

ルコンテンツ

「スポーツノート」の記入＆運用のコツ、アスリートタイプ別のノートの

書き方などをジュニア選手向けに解説

798 頭をつかう新習慣！ナゾときタイム　1・2           松丸　亮吾 NHK出版
NHK「あさイチ」の人気コーナー。書籍オリジナル問題、番組舞台裏や

松丸くんへの30問の質問なども収録

798 都会のトム＆ソーヤゲーム・ブック
ぼくたちの映画祭

はやみね　か

おる
講談社

本の中を行ったり来たりして、自分で物語をえらびながら読む「ゲーム・

ブック」。

810 国語をめぐる冒険
渡部　泰明ほ

か
岩波ジュニア新書

「国語」には未知の世界や冒険があふれている。さまざまな作品を取り上

げながら、国語という冒険を紹介

日経BPコンサルティング情報セキュ

リティ研究会

　　　4　　自然科学　　　

　　　５　技術・工業　　６　産業　　　７　芸術・スポーツ　　　８　言語

　　　３　　社会科学　　　

　　　０　　総記　　１　哲学　　２　　歴史・伝記・地理　

アンナ・チェルヴィンスカ

‐リデル　　　　　（石風社）

女子栄養大学栄養クリニック監

修　（日本図書センター）

東日本大震災10年復興の歩み　宮城・岩手・福島 報道写真集

 

新着図書 リスト   ０ 総記 ～ ８ 言語 
 


