
                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年 ２年 ３年 計

ゴールド
カード

8 9 12 ２９人

ラッキー

カード
1 4 6 １１人

ランクアップカードを獲得した人数
（2021年12月10日現在）

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3（2021）年１２月１６日  

調布市立第七中学校図書館 

第七中学校 
 図書館だより 

     ＊ 本はともだち ＊ 

   令和３（2021）年度 第７号 
～ 読書で知識を広げよう ～ 

＊冬休み用特別貸出（１２月１０日～２3 日）＊ 

全員 プラス５冊 借りられます。 
   白い貸出カードの人 原則３冊+５冊 ⇒８冊 

    ゴールドカードの人   ４冊+５冊 ⇒９冊 

    ラッキーカードの人   ５冊+５冊 ⇒１０冊 

返却期限は １月１４日（金）までです。 

※その前に、返すのを忘れている本はありませんか？ 

学級文庫で読んでいた本も、忘れずに返してください。 

   

 

☆ゴールドカード・ラッキーカードの獲得方法 

昨年度から、感染防止対策関連で全員に貸出カード（白）を

渡していますが、よく借りる人には、入学からの貸出冊数合

計によってランクアップしたカードを発行しています。 

貸出合計３０冊以上 →ゴールドカード （4 冊まで貸出） 

100 冊以上 →ラッキーカード （5 冊まで貸出） 

※各学期中に数回貸出冊数実績を集計して発行しています。 

ラミネート加工済。申込は不要です。 

 

２０２１年も残り少なくなり、朝夕の冷え込みが

冬らしくなってきたこの頃です。この時期に恒例

の「今年の世相を表す漢字」が「金」に決まった

と発表されました。「金メダル」や「金字塔」に

ちなむということで、明るい話題になごみます。 

新型コロナウィルスでは、まだまだ安心できない

状況が続いているので、油断することなく、元気

に新年を迎えましょう。 

★七中読書週間を開催しました。 

七中読書週間へのご協力、ありがとうございました。 

☆「七中図書館に新しく入れたい本」アンケートには、１年：90 名、

２年：93 名、３年：83 名が回答してくれました。いろいろな希

望があって参考になりました。その中から、中学校図書館にふさ

わしい本の基準で、約 30 冊の本を購入することになりました。そ

の他の本や作者・ジャンルなどの希望については、今後も検討し

ていきたいと思います。 

☆先生方からのおすすめ本と、図書委員作成のおすすめ本紹介 POP

を掲示しました。おすすめ本は、図書室内に引き続き展示中です。 

 

アンケート結果の 
まとめは、図書室内に掲示 

しています。購入決定した本の 
一部が今月の新着図書に入って 

います。裏面のリストを 
 見てください。 

 
１１月の新着書にも 

数冊入っていました。 

『ふしぎ駄菓子屋

銭天堂 16』 
『あの星が降る丘で、 
君とまた出会いたい。』 

※学級文庫の本は、22 日（水）に回収します。 



 

書  名 著者名 出版社

222 イ 一冊でわかる中国史
233 イ 一冊でわかるイギリス史
234 セ 一冊でわかるドイツ史 関　眞興

253 セ 一冊でわかるアメリカ史 関　眞興

291 オ 見つける東京
岡部　敬史文
山出　高士写真

東京書籍
東京が初めての人に教えたい、東京の歴史・地理の面白
さを、写真で紹介。

369 ジ
オマルとハッサン
　4歳で難民になったぼくと弟の15年

ヴィクトリア・
ジェミスン

合同出版
ソマリアで生まれ、4歳のとき弟とともに難民キャンプ
へ行ったオマルの、難民生活の記録をマンガで描く。

369 ス けんりは子どものハッピーパスポート               砂川　真澄 南方新社
自分の心と体を守るための「子どもの権利」について、
わかりやすく解説

451 ア
すごすぎる天気の図鑑
　空のふしぎがすべてわかる！

荒木　健太郎 KADOKAWA
空や雲、天気にまつわる疑問を取り上げてわかりやすく
解説。オールカラーの写真と図が楽しい。

460 シ 自然散策が楽しくなる！日本の生きもの図鑑      多摩六都科学館監修 池田書店
日本で見ることができる生きもの約300種を場所別に掲
載。

460 ロ 世界をうごかした科学者たち　生物学者 フェリシア・ロー ほるぷ出版
ダーウィン、メンデル、南方熊楠など、どのようにして
研究を深めていったかを紹介する。

626 タ
ケンさん、イチゴの虫をこらしめる
　「あまおう」栽培農家の挑戦！

谷本　雄治 フレーベル館　
農薬を使わず、害虫を天敵生物で退治していちご栽培に
チャレンジする若き農業経営者

645 タ ねこほん　猫のほんねがわかる本 卵山　玉子マンガ 西東社 「猫のきもち」100問100答！

721 チ 江戸のジャーナリスト葛飾北斎 千野　境子 国土社
人気浮世絵師・葛飾北斎の生い立ちから90歳まで描き
続けた晩年まで、魅力や謎を探る。

764 タ
響け、希望の音
東北ユースオーケストラからつながる未来

田中　宏和 フレーベル館　
坂本龍一が立ち上げ、被災した東北3県の子どもたちで
構成された「東北ユースオーケストラ」の活動

813 サ 国語辞典を食べ歩く サンキュータツオ 女子栄養大学出版部
学者芸人のサンキュータツオが、代表的な国語辞典の中
から食べ物に関する言葉をとり上げて比較する。

913 ア パラ・スター　Side百花 阿部　暁子 集英社文庫
車いすメーカーで働く百花の夢は、親友・宝良のために
最高の競技用車いすを作ること。

913 ア パラ・スター　Side宝良 阿部　暁子 集英社文庫
不調だった宝良だが、百花が働くメーカーの競技用車い
すを採用して復調し、アジア最高峰の大会で…。

913 イ 半沢直樹　1～4 池井戸　潤 講談社文庫
東京中央銀行の大阪西支店融資課長・半沢直樹の奮闘を
描く。人気テレビドラマの原作。

913 ウ 推し、燃ゆ 宇佐見　りん 河出書房新社
あかりが推すアイドル上野真幸が、ある日ファンを殴っ
て炎上…。芥川賞受賞作。

913 カ 医学のひよこ 海堂　尊 KADOKAWA
生物オタクの中学3年生・薫。洞窟探検で巨大な「たま
ご」を発見し、大事に育てようとするが…

913 カ 医学のつばさ 海堂　尊 KADOKAWA
薫たちが発見した巨大新種生物は、動物実験をもくろむ
日本政府にとらわれてしまう…。

913 コ ラブオールプレー　1～３　新装版 小瀬木　麻美 ポプラ文庫ピュアフル
名門高校のバドミントン部に入部した水嶋亮は、先輩や
チームメイトに刺激され、次第に強くなっていき…。

913 サ 和菓子のアン 坂木　司著 光文社文庫

913 サ アンと青春 坂木　司著 光文社文庫

913 ス 君の膵臓をたべたい 住野　よる 双葉文庫　 〈名前のない僕〉と〈日常のない彼女〉の青春

913 ト ゆかいな床井
トコイ

くん 戸森　しるこ 講談社
6年生になって隣の席になった床井くんは、ちょっと変
わっている…。卒業までの1年間の物語。

913 ナ 流浪の月 凪良　ゆう 東京創元社
2020年本屋大賞受賞作。新しい人間関係への旅立ちを
描いた長編小説。

913 ハ 夏休みルーム はやみね　かおる 朝日新聞出版

受験前の最後の夏をSNS仮想空間「夏休みルーム」で過
ごすことになったぼくたちだが、「このルームには幽霊
がいる」…！？

913 ヒ マスカレード・ホテル 東野　圭吾 集英社文庫
都内の超一流ホテルが連続殺人事件の犯行現場に予告さ
れた。潜入捜査する刑事・新田と、フロントクラーク・
山岸尚美は、真相に辿り着けるのか？

913 ヒ マスカレード・イブ 東野　圭吾 集英社文庫 「マスカレード・ホテル」の2人が出会う前の物語。

913 ヒ マスカレード・ナイト 東野　圭吾 集英社文庫 ホテルウーマン尚美と新田刑事のコンビが活躍。

913 ホ 夢をかなえる未来ノート 本田　有明 PHP研究所　

プロ野球選手が夢の陽翔は「未来ノート」を作り、発明
家になりたい弟・大翔、デザイナーを夢見る沙良ととも
に、夢を実現させるために動き出す。

913 マ Fができない 升井　純子 文研出版
兄がくれたギターで、コードを覚え始めたぼく。クラス
のカイトたちとバンドを組むことになるが…

913 ミ エレジーは流れない 三浦　しをん 双葉社
のどかでさびれた温泉街に暮らす高2の怜と自由奔放な
友人たちの青春物語。

913 ミ 告白 湊　かなえ 双葉文庫 湊かなえデビュー作。第６回本屋大賞第１位。

933 ハ 夏への扉　新版 ロバート・A．ハインラ
イン著　福島　正実訳

ハヤカワ文庫

冬になると「夏への扉」を探しはじめる飼い猫のピート
と、親友と恋人に裏切られてすべて失ったぼく。冷凍睡
眠で30年後の2000年へ…。

河出書房新社　

「世界と日本がわかる国ぐにの歴史」シリーズ。それぞ
れの国の歴史を、イラストや地図を交えてわかりやすく
解説。コラム「そのころ、日本では？」で理解が深ま
る。

デパ地下の和菓子店「みつ屋」で働きはじめた杏子。和
菓子の奥深い魅力に目覚める一方、謎めいたお客さんた
ちの言動の意外な謎を解く。

分類

　　　　　　２　　歴史・地理　　３　　社会科学

　４　　自然科学　　　６　産業　　　７　芸術・スポーツ　　８　言語　　

　　　　　９　　文　　学

 

新着本の棚に１２/１７（金）から展示します。書名が太字になっているのは、読書週間アンケート 

で希望の出た本です。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。 

 

新着図書 リスト    
 


