
                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４（2022）年 3 月 8 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 9 号 
～ 読書で知識を広げよう ～ 

「春一番」が吹き、梅の花も見頃となり、 

ようやく春らしくなってきました。 

令和３年度もあと少しで終わりです。 

春は、別れのさびしさと、新しい出会いへ

の夢とがまざる季節ですね。毎日を大切

に、春休みまで元気で過ごしましょう。 

   （司書・森） 

            

＊返却が遅れている人には督促状
とくそくじょう

を発行して 

います。受け取ったら、必ず確認してください。 

＊督促状を受け取った人で、何か事情がある場合は、

司書まで連絡してください。パソコンの処理ミスの

場合もあるので、もう一度調べます。 

（連絡がないと、未返却のままになってしまいます。） 

＊自分が借りた本でなくても、教室などで 

第七中学校図書館  のバーコードシールが

貼ってある本を見つけたら、司書まで届ける

ようにお願いします。  

（図書室が閉まっている時は返却ポストに 

入れてもＯＫです。） 
＊第七中図書館の本は、後輩たちに受け継いで

いく大切な財産です。ていねいにあつかい、

返すときまで責任を持ってほしいです。 

机やロッカーの中、カバンの中、家の本棚 

など、もう一度良く探してみましょう。 

第七中図書館から 

お知らせとおねがい 

   〈学年末〉 

＊各教室にある学級文庫も回収します。 

回収日：３年生   3 月１５日（火） 

１・２年生   ２３日（水） 

学級文庫の本を読んでいる人は、回収日の前に

学級文庫ボックスに返しておいてください。 

おくようにお願いします。 

  

＊修了式までにすべての本を回収して確認した

いので、春休み用の貸出はありません。 

春休み中は市立図書館を利用しましょう。 

＊なお、第七中図書館で特に借りたい本がある

場合は、司書に相談してください。 

。 

 

 

＊３月は、貸出期間を原則 1週間とします。* 

３年生 ３月 10 日（木）まで貸出 ⇒最終返却日 16 日（水） 

１・２年生   17 日（木）まで貸出 ⇒最終返却日 23 日（水） 
 

各学年の貸出冊数上位者に 

表彰状をプレゼントします。 

卒業式・修了式までに担任の 

先生から渡していただく予定 

なので、お楽しみに！ 

＊卒業式・修了式の前日までに、今までに借りた本を 

必ず全部返すようにお願いします。 

 

☆今年度最後の新着本が届いています。 裏面のリストを見てください。  
 



 

書　　名 著者名 出版社

140 ド ドラえもん探究ワールド心の不思議 藤子・F・不二雄まんが 小学館 心の役割や脳との関係、感情、心理学などについて解説。

159 タ 10代から考える生き方選び 竹信　三恵子 岩波ジュニア新書
「専業主婦」「正社員」「共働き」「シングル」など、職業と生き方の8つの

コースで、生き延びる方法をアドバイス。

159 コ 自分のミライの見つけ方
いつか働くきみに伝えたい『やりたいこと探し』より大切なこと

児美川　孝一郎 旬報社
これまでの常識が通用しない未来を生きる若い世代に向けて、まったく新し

いキャリアデザインのヒントを示す。

281 レ 歴飯ヒストリア
北神　諒

 /漫画
つちや書店

紫式部・清少納言：かき氷、龍馬：軍鶏鍋など、歴史上の人物たちが愛した

料理をコミックで紹介

291 ヨ 47都道府県ニッポン学び旅200
旅するほどに心豊かに賢く！

朝日新聞出版 全国の楽しくて学びの多いスポット200をテーマ別に紹介。

319 イ 池上彰の君と考える戦争のない未来 池上　彰 理論社
「戦争は人間が始めるもの。ならば、人間がやめることもできるはず！」戦

争とは何か。なぜ戦火はやまないのか。今こそ考えたい。

319 コ
平和の女神さまへ　平和ってなんですか？
おはなしSDGs　平和と公正をすべての人に

小手鞠　るい 講談社
様々な国の子どもが戦争について綴った作文、詩、手紙から、SDGsを考える。「世界

では、5分に1人、子どもが何らかの暴力で亡くなっている」

375 ヒ
一人で思う、二人で語る、みんなで考え
る　実践！ロジコミ・メソッド

追手門学院大学成

熟社会研究所
岩波ジュニア新書

情報整理、グループワーク、プレゼンなど、すぐに役立つアクティブ・ラー

ニングの技術を解説。

420 タ
人物でよみとく物理　中学生・高校生・大学生

のもっと知りたい！にこたえる
田中　幸 朝日学生新聞社

物理の重要な15テーマで特に貢献した人物3人の

研究成果を、図版とともにわかりやすく解説

493 マ
世界一やさしい依存症入門
やめられないのは誰かのせい？

松本　俊彦 河出書房新社
ゲーム、スマホ、お菓子…なぜハマるのか、どうすれば

立ち直れるのか？中高生の事例と、アドバイス・情報

498 ヤ イラスト版13歳からのメンタルケア
心と体がらくになる46のセルフマネジメント

合同出版
緊張、不安、悲しみ、怒りに対して、自分ですぐに

できるメンタルケアをイラストとともに紹介。

498 コ 河出書房新社　
精神科医、看護師、カウンセラーなど、目に見えない「心」を扱う仕事の面

白さと苦労、道のりなど、奮闘の記録。

536 ド ドラえもん科学ワールド乗り物と交通　　 藤子・F・不二雄まんが 小学館 空飛ぶ車、ロボットカー、宇宙旅行…さまざまな乗り物の歴史や最新情報

610 ド ドラえもん探究ワールド食料とおいしさの未来 藤子・F・不二雄まんが 小学館 2050年に食料不足？　昆虫食＆代用肉、全国の給食＆世界のごはん

726 テ ビブリア古書堂セレクトブック 　ブラック・ジャック編 手塚　治虫 角川文庫 『ビブリア古書堂』の著者が厳選した『ブラック・ジャック』

726 イ いまを生き抜くマンガの言葉　　　 池田書店 140冊以上のマンガの中から、人生に影響を与えた言葉を紹介。

754 コ 100年後も伝えたい伝統折り紙　　　　　　 小林　一夫 日東書院本社 鶴、かぶと、菖蒲など動物や季節の折り紙や実用小物として使える折り紙

780 ミ 見えないスポーツ図鑑　　　　　　　　　 伊藤　亜紗ほか 晶文社
視覚障害者にスポーツを伝えるため、アスリートの感覚や競技のエッセンス

を、日用品を使った動作に“翻訳”するプロジェクト。

810 イ 日本語をもっとつかまえろ！　　　　　　　 飯間　浩明 毎日新聞出版 「ことばハンター」が、気になることばの面白さを綴る。

908 ゴ 5分後に意外な結末ex　琥珀にとじこめられた未来 桃戸　ハル編著 学研プラス 涙、恐怖、笑いとドンデン返し！全34話のショートショート集。

911 タ 百人一首解剖図鑑 谷　知子 エクスナレッジ 上の句・下の句それぞれの意味、用語、歴史、風俗についてイラストで解説

911 フ 俳句のきた道　芭蕉・蕪村・一茶 藤田　真一 岩波ジュニア新書
伝統を大切にしながら新しい表現に挑戦し続けた

個性ゆたかな三人の名句・名言から、俳句のこころを説く。

913 ウ 鹿の王　１、2 上橋　菜穂子 角川文庫 病と闘い、病と生きる。アニメ映画化。

913 ガ 学園ミステリー
恩田　陸，米澤

穂信，青崎　有吾
汐文社　

学園をテーマにしたミステリー・アンソロジー。

恩田陸「水晶の夜、翡翠の朝」ほか全3編。

913 コ 文豪中学生日記 小手鞠　るい あすなろ書房
書くことが大好きで、文芸クラブの部長をつとめる中３の

春希。SNSで誹謗中傷（ひぼうちゅうしょう）をうけて…。

913 コ ラブオールプレー　4 小瀬木　麻美 ポプラ文庫ピュアフル 青春バドミントン小説のスピンオフ短篇集。新装版。

913 ト 博物館の少女　 富安　陽子 偕成社
明治16年、古物商の娘・イカルは、上野の博物館で怪異学研究を

している老人の手伝いをするうちに、不思議な事件にまきこまれる

913 モ はなの街オペラ 森川　成美 くもん出版
大正時代。東京で奉公する14歳のはな。ひょんなことから歌の

レッスンを受けることになり、やがて浅草オペラの世界へ…。

916 ト 人は見た目!と言うけれど 　私の顔で自分らしく 外川　浩子 岩波ジュニア新書 アザ、脱毛など見た目による差別・偏見について考える。

933 ス ぼくはおじいちゃんと戦争した
ロバート・K．ス

ミス
あすなろ書房

おばあちゃんが亡くなって元気のないおじいちゃんと一緒に

暮らすことになったピーター。おじいちゃんとの「戦争」とは…。

　　１　哲学・心理　　２　歴史・地理　　３　社会科学

分類

「心」のお仕事　　今日も誰かのそばに立つ24人の物語

　　9　　文　学

　　４　　自然科学　　５　技術・工業　　６　産業　　７　芸術・スポーツ　　８　言語

 

分類 　　書　名 出版社
007 プログラマーの一日

520 建築士の一日

538 パイロットの一日

317 消防署図鑑 金の星社

327 裁判官になるには ぺりかん社　

366

366 こども手に職図鑑　AIに取って代わられない仕事100 誠文堂新光社

366 会社で働く　製品開発ストーリーから職種を学ぶ！

374 小学校教諭になるには

376 中高生のための学部選びガイド　経済学部，国際学部，農学部

519 環境専門家になるには

694 アプリケーションエンジニアになるには

726 マンガ家・イラストレーターになるには？ 金の星社　

保育社　

キャリア教育に活きる！仕事ファイル　　（小峰書店）

23 アートの仕事　24 法律の仕事　26 エンタメの仕事　　28 ICTの仕事

2 9 感染症の仕事　　30 宇宙の仕事　　31 水の仕事　　32 文字の仕事

ぺりかん社

　　職業コーナーの本

 

 

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。予約もできます。 新着図書 リスト   
 

分類 書名 出版社
069 東京ミュージアム散歩　 京阪神エルマガジン社

706 東京ミュージアムガイド 朝日新聞出版

686 新しい京王電鉄の世界　路面電車から近代路線へ、進化を続ける 交通新聞社

686
朝日・読売・毎日新聞社が撮った京王線、井の頭線の街と

駅　1960～80年代

アルファベータ

ブックス

686 京王線、井の頭線古地図さんぽ
フォト・パブリッ

シング

686 京王電鉄沿線アルバム　昭和～平成
アルファベータ

ブックス

　　　東京、調布市関連

 

031
総合百科事典ポプラディア
　第3版　全18巻

ポプラ社
おなじみポプラディ

アの最新版

813 新明解国語辞典　第8版 三省堂 国語辞典の決定版

813 例解新国語辞典　第10版 三省堂
中学生向けの教科書

密着型国語辞典

833
ジュニア・アンカー中学英和・和
英辞典　　第7版

学研プラス
オールカラーの英

和・和英辞典

　　　調べるための本　（館内用。貸出はできません）

 

 

★1 年間に約 600 冊の本が入りました。 

いろいろな本があるので、さがしてみてください。 

＊今年度もコロナ禍のためいろいろ不便な面もありましたが、第七中図書館を利用していただき、ありがとうございました！ 


