
カッシアの物語 アリー・コンディ著 高橋啓訳  

  

１６歳の語り部      雁部那由多語り部 

 
東日本大震災時、東松島市の小学５年

生だった三人が、１６歳になり、自分

たちが見て感じた震災を語り始めた。

目の前で人が津波に流される様子を

見たり、親友をなくした三人は、その

ことをずっと心にしまいこんでいた。

彼らにしか語れない体験とは？ 

 

 

 

 

     

     

 

 

新着本 

定期テスト終了！新しい本もたくさん到着しました。図書室でお気に入りの一冊を見つけてみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六中図書館だより N0.３ 
     平成２8 年６月 2４日 

調布市立第六中学校         司書 栩野晴美 

分類 書名 著者名 出版者

007
10才からはじめるプログラミング図鑑
たのしくまなぶスクラッチ＆Python超入門

キャロル・ヴォーダマン
ほか著

創元社

０24 書店・図書館で働く人たち　しごとの現場としくみがわかる！ 戸田　恭子著 ぺりかん社
209 グランド・ルート　歴史図鑑 アニック・ド・ジリ文 西村書店
289 世界でいちばん貧しい大統領からきみへ ホセ・ムヒカ著 汐文社
289 大村智ものがたり　苦しい道こそ楽しい人生 馬場　錬成著 毎日新聞出版
289 メンデルと遺伝 ウィルマ・ジョージ作 玉川大学出版部
291 ここで土になる 大西　暢夫著 アリス館
291 行ってみよう！東京図鑑　修学旅行や社会科見学に役立つ！ 全国修学旅行研究協会監修 ポプラ社
311 国ってなんだろう？　あなたと考えたい「私と国」の関係 早尾　貴紀著 平凡社

311
ハーバード白熱教室
世界の人たちと正義の話をしよう＋東北大特別授業

マイケル・サンデル著 早川書房

314
池上彰のみんなで考えよう18歳からの選挙
　知れば知るほど面白い選挙

池上　彰監修 文溪堂

314
池上彰のみんなで考えよう18歳からの選挙
選挙のしくみとその歴史

池上　彰監修 文溪堂

319 池上彰のそこが知りたい！ロシア 池上　彰著 徳間書店
323 池上彰の憲法入門 池上　彰著 筑摩書房
326 〈刑務所〉で盲導犬を育てる 大塚　敦子著 岩波書店
337 ビジュアル日本のお金の歴史 草野　正裕著 ゆまに書房
361 アイスブレイク　出会いの仕掛け人になる 今村　光章著 晶文社

366
職場体験学習に行ってきました。
中学生が本物の「仕事」をやってみた！　食べ物をつくる仕事

全国中学校進路指導・
キャリア教育連絡協議会監修

学研プラス

366
職場体験学習に行ってきました。
　中学生が本物の「仕事」をやってみた！　大店舗の仕事

全国中学校進路指導・
キャリア教育連絡協議会監修

学研プラス

366 君たちはどう働くか 今野　晴貴著 皓星社
366 生きる　劉連仁の物語 森越　智子作 童心社

367 暴力は絶対だめ！
アストリッド・
リンドグレーン述

岩波書店

369 子どもの権利条約ハンドブック　子どもの力を伸ばす 木附　千晶文 自由国民社
369 16歳の語り部 雁部　那由多語り部 ポプラ社

369
NHK学ぼうBOSAI命を守る防災の知恵
地震・津波はどうして起きるのか

NHK「学ぼうBOSAI」
制作班編

金の星社

369
NHK学ぼうBOSAI命を守る防災の知恵
被災者に学ぶそのときどう行動したか

NHK「学ぼうBOSAI」
制作班編

金の星社

369
NHK学ぼうBOSAI命を守る防災の知恵
　噴火・台風・竜巻・落雷どう備えるか

NHK「学ぼうBOSAI」
制作班編

金の星社

375 30日で効果ばつぐん！「勉強ができるぼく」のつくりかた 清水　章弘著 PHP研究所

375
高校受験で成功する！
中学生の「合格ルール」教科別必勝の勉強法60

秋田　洋和監修 メイツ出版

376 中学生高校入試のパーフェクト準備と勉強法 高濱　正伸著 実務教育出版
376 高校入試面接対策　改訂版　面接官はココを見る 旺文社

未来では、すべてを管理して健康と

平和な社会を実現していた。カッシ

ア１７歳の誕生日に結婚相手とし

て決まったのは、おさななじみのザ

ンダー。でも、彼女はなぞめいたカ

イという少年が気になり…。カッシ

アは愛と自由を求めて旅立つ。 



 

378 15歳までに始めたい！発達障害の子のライフスキル・トレーニング 梅永　雄二監修 講談社

404 空想科学読本　〈いちばん強いのは誰！？〉編　⑰ 柳田　理科雄著 KADOKAWA
404 ニセ科学を10倍楽しむ本 山本　弘著 筑摩書房

407
中高生のための科学自由研究ガイド
科学コンテストに挑戦しよう！

ターニャ・M．ヴィッカーズ著 三省堂

410
古代エジプトの数学問題集を解いてみる

NHKスペシャル「知られざる大英博物館」
三浦　伸夫著 NHK出版

410 世界一おもしろい数の本 カリーナ・ルアール文 ポプラ社
452 ガリレオ工房の水のひみつ　変化するすがた 土井　美香子文 さ・え・ら書房

453 火山ビジュアルガイド　火山のしくみ 高田　亮監修 教育画劇
453 火山ビジュアルガイド　日本と世界の火山 高田　亮監修 教育画劇

453 火山ビジュアルガイド　噴火へのそなえ 高田　亮監修 教育画劇

453
よくわかる火山のしくみ　どうして噴火するの？
火山のすべてを大解剖！

高橋　正樹著 誠文堂新光社

469 人類の誕生と大移動　2200万日で世界をめぐる イアン・タターソル著 西村書店
480 動物翻訳家　心の声をキャッチする、飼育員のリアルストーリー 片野　ゆか著 集英社

480 生きものの持ちかた　その道のプロに聞く 松橋　利光著 大和書房
488 カラスの教科書 松原　始著 雷鳥社
489 すぐそこに、カヤネズミ　身近にくらす野生動物を守る方法 畠　佐代子著 くもん出版

489 ゴリラが胸をたたくわけ 山極　寿一文 福音館書店
491 脳のしくみ　4億年の歴史を探る ロバート・デーサル著 西村書店

521 江戸城のインテリア　本丸御殿を歩く 小粥　祐子著 河出書房新社
596 おやつ教本 坂田　阿希子著 東京書籍
646 みつばち高校生　富士見高校養蜂部物語 森山　あみ著 リンデン舎

816 型で習得！中高生からの文章術 樋口　裕一著 筑摩書房

816
高校入試受かる！

小論文　改訂版　「小論文」って「作文」とどう違う？
樋口　裕一著 学研教育出版

816 生き延びるための作文教室 石原　千秋著 河出書房新社
830 英語のしくみ　新版 関山　健治著 白水社

913 神様の御用人 5 浅葉　なつ著 KADOKAWA
913 はなとゆめ 冲方　丁著 KADOKAWA

913 心霊探偵八雲　赤い瞳は知っている 神永　学著 角川書店
913 天と地の方程式 富安　陽子著 講談社
913 アンと青春 坂木　司著 光文社

913 タスキメシ 額賀　澪著 小学館
913 響け！ユーフォニアム　北宇治高校吹奏楽部へようこそ ①②③ 武田　綾乃著 宝島社

913 羊と鋼の森 宮下　奈都著 文藝春秋
913 イスタンブルで猫さがし 新藤　悦子作 ポプラ社
913 天空のミラクル 村山　早紀著 ポプラ社

913 ぼくらの魔女戦記　黒衣の女王（「ぼくら」シリーズ） 宗田　理作 ポプラ社
913 風のヒルクライム　ぼくらの自転車ロードレース 加部　鈴子作 岩崎書店

913 約束（YA！ENTERTAINMENT） 小林　深雪著 講談社
913 車夫 いとう　みく作 小峰書店
913 シンドローム 佐藤　哲也著 福音館書店

913 どろぼうのどろぼん 斉藤　倫著 福音館書店
913 さくらいろの季節 蒼沼　洋人著 ポプラ社
913 よろず占い処陰陽屋恋のサンセットビーチ 天野　頌子著 ポプラ社

913 チポロ 菅野　雪虫著 講談社
913 若冲　ぞうと出会った少年 黒田　志保子著 国土社

914 本質を見通す100の講義 森　博嗣著 大和書房
915 江戸の人になってみる 岸本　葉子著 晶文社
916 わたしが子どものころ戦争があった　児童文学者が語る現代史 野上　暁編 理論社

933 走れ、風のように マイケル・モーパーゴ著 評論社
933 カッシアの物語　①②③ アリー・コンディ著 プレジデント社

933 ハーレムの闘う本屋　ルイス・ミショーの生涯
ヴォーンダ・ミショー・
ネルソン著

あすなろ書房

933 さよならを待つふたりのために ジョン・グリーン作 岩波書店

933 十三番目の子 シヴォーン・ダウド作 小学館
933 さよなら、シリアルキラー バリー・ライガ著 東京創元社

933 ペナンブラ氏の24時間書店 ロビン・スローン著 東京創元社
933 白いイルカの浜辺 ジル・ルイス作 評論社
933 だれにも話さなかった祖父のこと マイケル・モーパーゴ文 あすなろ書房

933 サーティーナイン・クルーズ　ティカルの神殿 小浜　杳訳 KADOKAWA
933 おしゃれ教室 アン・ファイン作 評論社

933 幻のドラゴン号
ジェームズ・A．
オーウェン作

評論社

943 14歳、ぼくらの疾走　マイクとチック
ヴォルフガング・

ヘルンドルフ作
小峰書店

949 国を救った数学少女 ヨナス・ヨナソン著 西村書店

E ワンガリの平和の木　アフリカでほんとうにあったおはなし ジャネット・ウィンター作 BL出版
E くらべてわけてならべてみよう！　はくぶつかんでみつけたもの 国立科学博物館作 創元社
E もうぬげない ヨシタケ　シンスケ作 ブロンズ新社

E りんごかもしれない ヨシタケ　シンスケ作 ブロンズ新社
E ジェーンとキツネとわたし イザベル・アルスノー絵 西村書店

R028 進路・将来を考える　中高生のためのブックガイド 佐藤　理絵監修 日外アソシエーツ


