
                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書名 著者名 出版社

913 ア
三毛猫ホームズの春、三毛猫ホームズの夏、
三毛猫ホームズの秋、三毛猫ホームズの冬

赤川　次郎 光文社文庫 「三毛猫ホームズ」の傑作短編集

913 ア みとりねこ 有川　ひろ 講談社
「みとりねこ」、『旅猫リポート』外伝「ハチジカン」な
ど、猫をめぐる全7編の物語。

913 イ ぼくたちのアリウープ 五十嵐　貴久 PHP文芸文庫
あこがれのバスケ部に入部したジュンペーだが、3年生が起こ
した事件のとばっちりで…

913 オ 僕が恋した、一瞬をきらめく君に。 音　はつき スターツ出版文庫

サッカー選手への道を断たれ、祖父にもらったギターを弾く
ことで癒されている樹と、才能がありながら歌手になる夢を
追えなくなった咲果。２人で作曲を始めるが…

913 キ 岸辺露伴は叫ばない　 荒木　飛呂彦原作 集英社
杜王町在住の漫画家・岸辺露伴が遭遇する、奇妙な事象の
数々とは！？　「くしゃがら」など全5編を収録する短編集。

913 キ 岸辺露伴は戯れない　 荒木　飛呂彦原作 集英社 「幸福の箱」など全4編収録

913 ク きつねの橋　巻の2 うたう鬼 久保田　香里 偕成社
源頼光に仕える若武者・貞道とふしぎな白きつね・葉月の活
躍を描く、平安朝ファンタジー

913 ク 小説となりのトトロ　愛蔵版 宮崎　駿原作・絵 スタジオジブリ 名作アニメの小説版。小説用イラストも掲載。

913 シ 終電前のちょいごはん　1・2 標野　凪 ポプラ文庫ピュアフル

本が読めて手紙が書けて、季節のやさしいご飯が食べられる
小さなお店「文月」。いろいろなお客がやって来て、癒され
て帰る。

913 シ かぞえきれない星の、その次の星 重松　清 KADOKAWA

11の小さな星たちの物語。
著者コメント「現実にはありえない話だけど、2021年を生
きる10代の自分に届けたくて、この本を書きました。」

913 シ 夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく 汐見　夏衛 スターツ出版文庫 優等生を演じている茜は、自由奔放な青磁を嫌っていたが…

913 シ だから私は、明日のきみを描く　　　　　　　 汐見　夏衛 スターツ出版文庫
高１の遠子は、陸上部の彼方にひかれるが、親友・遥の片想
いの相手であることを知る。

913 タ ショートショート列車 田丸　雅智 光文社文庫
北海道から沖縄まで、47都道府県の名産・名所を題材とする
ショートショート。白濱亜嵐との対談も掲載。

913 ツ かがみの孤城　上・下 辻村　深月 ポプラ文庫
部屋に閉じこもっていたこころが突然光り始めた鏡をくぐり
抜けると、その先に城があり、似た境遇の7人が集められてい
た…。2018年本屋大賞受賞作の文庫化。

913 ヒ
谷根千やねせんミステリ散歩
　中途半端な逆さま問題

東川　篤哉 KADOKAWA
下町の雑貨屋「怪運堂」店主・竹田津と女子大生・つみれ。
ゆるすぎる名探偵＆迷推理女子のコンビが怪事件を解決

913 ミ ビブリア古書堂の事件手帖　1～7 三上　延 メディアワークス文庫
実在の本を手がかりに、古書と人との謎を解く。殺人事件の
ないミステリ。

913 ム 昔話法廷　Season5 NHK　Eテレ「昔話法
廷」制作班編 金の星社

昔話の登場人物たちを現代の法律で裁く「昔話法廷」第5弾。
「桃太郎」の裁判

913 ヤ
キャプテン　高校野球編1

　新たなるプレイボール

ちば　あきお原作
山田　明小説

学研プラス
名作野球マンガ小説版の高校野球編。墨谷高校に入学した谷
口タカオの苦悩…

913 ヨ 折れた竜骨　上・下 米澤　穂信 創元推理文庫
ソロン諸島の領主の娘アミーナは、放浪の旅を続ける騎士
ファルクと従士ニコラに出会う。魔術と剣と謎解きの物語。

933 ハ 宇宙の戦士　新訳版 ロバート・A．ハインライン ハヤカワ文庫 宇宙最強の機動歩兵部隊に配属された若き兵士ジョニー
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第七中学校 
 図書館だより 

     ＊ 本はともだち ＊ 

   令和３（2021）年度 第８号 
～ 読書で知識を広げよう ～ 

新しい年がスタートして早くも１か月が過ぎ、

冬季オリンピックも開幕しました。立春を迎え

日も長くなってきましたが、まだまだ寒さは厳

しく、コロナ禍の状況も不安が続いています。

読書で心も温めて、３学期も元気に乗り切って

いきましょう。 

            

新着図書 リスト   ９ 文学 
 



 

分類 書名 著者名 出版社

002 FACTFULNESS　10の思い込みを

乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣
ハンス・ロスリングほか 日経BP社　 データや事実にもとづき、世界を正しく読み解く習慣

031 ギネス世界記録　2022 クレイグ・グレンディ編
角川アスキー総

合研究所
（最新版なので貸出はできません）

159
マンガで読む小さいことに
くよくよするな！

リチャード・カー

ルソン原作
サンマーク出版

『小さいことにくよくよするな！』の

各項目を1話完結のコミックで紹介

159
10代の君に伝えたい学校で悩むぼくが
見つけた未来を切りひらく思考

山崎　聡一郎 朝日新聞出版
「こども六法」の著者が、いじめ体験をもとに、

将来に向かって歩みを進める方法を伝える。

159
ミライの武器
　「夢中になれる」を見つける授業

吉藤　オリィ サンクチュアリ出版
「分身ロボットカフェ」で注目のロボット開発者。

夢中になれることを見つけて生きていくには？

291 神奈川のトリセツ
291 奈良のトリセツ

291 京都まるごと図鑑 岩崎書店
京都の地理、歴史、名所、祭り、産業、

文化を、多数の写真とともに紹介

291 富士山の観察図鑑　空、自然、文化 武田　康男文・写真 緑書房 空の現象とのコラボで楽しむ富士山観察のコツ　　　　

291 日めくり京都365 朝日新聞出版
四季の行事、風景、グルメ＆スイーツなどを

日めくりカレンダー形式で紹介。

320 開廷！こども裁判　まんがこども六法 山崎　聡一郎原案 講談社
「法律を知るとトラブルの見え方が変わる！」

法律の知識や考え方をまんがで学べる。

375
高校受験で成功する！中学生の
「合格ノート」改訂版

メイツユニバー

サルコンテンツ

「まとめノート」「解き直しノート」の作り方と

合格のための勉強法5つのポイント

376 通信制高校を選んだわけ 学びリンク編集部取材 学びリンク 自分らしい高校生活を送っている体験談

440
宇宙への扉をあけよう
　ホーキング博士の宇宙ノンフィクション

ルーシー＆スティーヴ

ン・ホーキング
岩崎書店

『宇宙への鍵』シリーズの「科学コラム」を

テーマ別に構成。宇宙を目指すための入門ガイド

451 楽しい雪の結晶観察図鑑 武田　康男文・写真 緑書房
日本で見られる雪の結晶16種の、

美しい写真と観察・撮影方法・コラム

492 フライトナースの秘密
ドクターヘリで出動する救急看護師の仕事

菱沼　秀一 彩流社
現役フライトナースの仕事と苦労、

フライトナースになるための道のり

498 看護師をめざすあなたへ 日本看護協会出版会
看護系学校の入学資格と受験、学生生活、

看護職の仕事のリアルなどを紹介

498
海をわたった母子手帳
　かけがえのない命をまもるパスポート

中村　安秀 旬報社
戦後混乱期の日本で母子の命を守るために生まれた母子手帳。今や世

界５０か国以上に広まった小さな手帳の奇跡とは？

526
国立競技場Construction
　Japan　National　Stadium

共同通信社 河出書房新社
新国立競技場着工から完成までの1137日間。対面するビル屋上か

らの24時間定点撮影写真などを収録

594 編み物始めてみました！　まんがで手作り入門 朝日新聞出版 かぎ針編み・棒針編みをまんがと写真でわかりやすく解説

611
13歳からの食と農
　家族農業が世界を変える

関根　佳恵 かもがわ出版
2019～28年は、国連「家族農業の10年」。

貧困、飢餓、気候変動などを解決するカギを持つ。

726
5億年後に意外な結末
　ピグマリオンの銀色の彫刻

菅原　そうた原作 学研プラス
「くだらなさ」と「奥深さ」が融合した

マンガとショートショート全25話

726
いつでも君のそばにいる
　葉っぱ切り絵コレクション

リト＠葉っぱ切り絵 講談社
小さな葉っぱ切り絵から温かい物語が広がる。

SNSやTVで話題！幸せな気持ちになれる本。

783 ことだま　野球魂を熱くする名言集 「野球太郎」編集部 集英社 名選手・名指導者たちによる「野球の言葉」

816 文章を読む、書くのが楽しくなっちゃう本 QuizKnock 朝日新聞出版
文章と一生楽しく向き合っていくための思考法。

著者は東大クイズ王・井沢拓司が中心のメディア。

834 どうぶつ英語フレーズ大集合！ 河本　望 偕成社 動物が出て来る英語のことわざ・熟語・慣用句　　　　　　　

837 ミステリ仕掛けの英単語 桃戸　ハル原案 学研プラス
「5分後に意外な結末」シリーズ44話の

英訳と単語帳。楽しく読んで単語も学習。

昭文社
歴史、文化、産業、地形などの特徴と魅力を

地図で紹介し、意外な素顔に迫る。

　　　０：総記　　１：哲学・宗教　　２：歴史

　　　３：社会科学　　４：自然科学　　５：工業・家庭　　６：産業

　　　７：芸術・スポーツ　　８：言語

（地図で読み解く

　初耳秘話シリーズ）

 

 

新着図書 リスト   文学以外 
 

１年 和歌山県産のもも 
（ペンネーム） 

 

「ほんとのであい 2021」 

イラスト応募作品 


