
 

 

 

 

 

 

 

 

新着本 最近入った本のリストです。貸出し中の時は予約をしましょう。         

 

分類 書名 著者名 出版者 

019 ビブリオバトルハンドブック ビブリオバトル普及 

委員会編著 

子どもの未来社 

031 なぞなぞ学起源から世界のなぞなぞ・なぞかけのつくり方まで 稲葉 茂勝著 今人舎 

031 ちびまる子ちゃんのなぞなぞ 365日  

1年で 365このなぞなぞにチャレンジ！ 

さくら ももこ 

キャラクター原作 

集英社 

141 自分の顔が好きですか？ 「顔」の心理学 山口 真美著 岩波書店 

152 保健室の恋バナ＋α（岩波ジュニア新書） 金子 由美子著 岩波書店 

159 ミライの授業 瀧本 哲史著 講談社 

159 大人になるっておもしろい？ 清水 真砂子著 岩波書店 

175 京都の古社寺 知っておけば 3倍たのしい 淡交社編集局編 淡交社 

289 シンドラーに救われた少年 レオン・レイソン著 河出書房新社 

289 テンプル・グランディン自閉症と生きる サイ・モンゴメリー著 汐文社 

291 京都ぶらり歴史探訪ウォーキング 京あゆみ研究会著 メイツ出版 

291 ニッポンを解剖する！京都図鑑   JTBパブリッシング 

291 ニッポンを解剖する！東京図鑑   JTBパブリッシング 

319 はてな？なぜかしら？中東問題 改訂版！ 池上 彰監修 教育画劇 

319 はてな？なぜかしら？中国と朝鮮半島の問題 改訂版！ 池上 彰監修 教育画劇 

319 はてな？なぜかしら？国際紛争 改訂版！ 池上 彰監修 教育画劇 

319 ヒロシマに来た大統領 「核の現実」とオバマの理想 朝日新聞取材班著 筑摩書房 

361 16歳からの交渉力             田村 次朗著 実務教育出版 

361 10代からの情報キャッチボール入門 

 使えるメディア・リテラシー 

下村 健一著 岩波書店 

367 もっと知りたい！話したい！セクシュアル 

マイノリティ ありのままのきみがいい  

日高 庸晴著 汐文社 

367 恋の相手は女の子（岩波ジュニア新書） 室井 舞花著 岩波書店 

369 希望のダンス エイズで親をなくしたウガンダの子どもたち 渋谷 敦志写真・文 学研教育出版 

369 地震イツモマニュアル 地震イツモプロジェクト編 ポプラ社 

376 面接官に好印象を与える高校入試面接のオキテ 55 安田 浩幸著 KADOKAWA 

376 合格を決める！面接 高校入試 神崎 史彦著 文英堂 

378 ルイ・ブライユと点字をつくった人びと 高橋 昌巳監修 岩崎書店 

383 すしのひみつ 日比野 光敏著 金の星社 

384 学校へいきたい！  

世界の果てにはこんな通学路が！ エルボル 

  六耀社 

384 学校へいきたい！  

世界の果てにはこんな通学路が！ フランクリン 

  六耀社 

480 その道のプロに聞くふつうじゃない生きものの飼いかた 松橋 利光著 大和書房 

484 ときめく貝殻図鑑（Book for discovery） 寺本 沙也加文 山と溪谷社 

494 子どものうちに知っておきたい！おしゃれ障害 岡村 理栄子監著 少年写真新聞社 

495 ちいさなちいさなベビー服 八束 澄子作 新日本出版社 

526 誰も知らない東京スカイツリー 

 選定・交渉・開業・放送開始…10年間の全記録 

根岸 豊明著 ポプラ社 

590 人生の答えは家庭科に聞け！ 堀内 かおる著 岩波書店 

596 はじめてのチョコレート 作って楽しい！ 

食べておいしい！もらってうれしい！ 

寺西 恵里子著 日東書院本社 

724 鳥の描き方マスターブック 

 骨格を理解していきいきとした姿を描く 

ジョン・ミューア・ローズ著 マール社 

726 みんなのイラスト教室 中村 佑介著 飛鳥新社 

726 人気漫画家が教える！まんがのかき方  

キャラクター基本編 

久世 みずき著 汐文社 

六中図書館だより  
 
調布市立第六中学校    司書 栩野晴美 Ｈ2９年１月３０日 №８ 
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767 部活でもっとステップアップ合唱のコツ 50  

楽しみながらうまくなる！ 

渡瀬 昌治監修 メイツ出版 

782 夢を跳ぶ パラリンピック・アスリートの挑戦 佐藤 真海著 岩波書店 

783 頂点への道 錦織 圭著 文藝春秋 

798 けん玉学 窪田 保著 今人舎 

804 翻訳できない世界のことば    エラ・フランシス・サンダース著 

イラスト 

創元社 

810 大和言葉つかいかた図鑑  

日本人なら知っておきたい心が伝わるきれいな日本語 

海野 凪子文 誠文堂新光社 

816 合格を決める！作文・小論文 高校入試（シグマベスト） 神崎 史彦著 文英堂 

902 世界の 8大文学賞 受賞作から読み解く現代小説の今 都甲 幸治著 立東舎 

910 はやみねかおる公式ファンブック  

赤い夢の館へ、ようこそ。 

はやみね かおる作 講談社 

911 みあげればがれきの上にこいのぼり…  

まげねっちゃ！女川一中生 

山中 勉編著 日本宇宙 

フォーラム 

913 アリスのうさぎ ビブリオ・ファンタジア 斉藤 洋作 偕成社 

913 茶畑のジャヤ 中川 なをみ作 鈴木出版 

913 うそつきの娘 廣嶋 玲子著 東京創元社 

913 妖怪の子預かります 廣嶋 玲子著 東京創元社 

913 チームつばさ（チームシリーズ）    吉野 万理子作 学研教育出版 

913 空はいまぼくらふたりを中心に 村上 しいこ著 講談社 

913 金魚たちの放課後               河合 二湖著 小学館 

913 わたしがここにいる理由          片川 優子作 岩崎書店 

913 キノの旅 the Beautiful World  20 時雨沢 恵一著 KADOKAWA 

913 文豪ストレイドッグス 55Minutes ④ 朝霧 カフカ著 KADOKAWA 

913 エチュード春一番 小犬のプレリュード ① 荻原 規子著 講談社 

913 エチュード春一番 三日月のボレロ ② 荻原 規子著 講談社 

913 X-01（YA！ENTERTAINMENT） あさの あつこ著 講談社 

913 桜坂は罪をかかえる 藤本 ひとみ著 講談社 

913 すべては平和のために 濱野 京子作 新日本出版社 

913 菜の花食堂のささやかな事件簿 書き下ろしミステリー 碧野 圭著 大和書房 

913 響け！ユーフォニアム 北宇治高校吹奏楽部のヒミツの話 武田 綾乃著 宝島社 

913 きみの声を聞かせて 小手鞠 るい著 偕成社 

913 小説君の名は。                新海 誠著 KADOKAWA 

913 駅鈴（はゆまのすず） 久保田 香里作 くもん出版 

913 アンマーとぼくら 有川 浩著 講談社 

913 なりたて中学生 ひこ・田中著 講談社 

913 空への助走 福蜂工業高校運動部 壁井 ユカコ著 集英社 

913 都会（まち）のトム＆ソーヤ 夢幻 １４上 はやみね かおる著 講談社 

913 ひかり生まれるところ まはら 三桃著 小学館 

913 きみのためにはだれも泣かない   梨屋 アリエ著 ポプラ社 

929 走れ、走って逃げろ（岩波少年文庫） ウーリー・オルレブ作 岩波書店 

932 ハリー・ポッターと呪いの子 第一部・第二部 

（「ハリー・ポッター」シリーズ） 

J．K．ローリング著 静山社 

933 サーティーナイン・クルーズ 残された時間 23巻 小浜 杳訳 KADOKAWA 

933 ねらわれた王座（カーシア国 3部作） ジェニファー・A． 

ニールセン作 

ほるぷ出版 

933 霧のなかの白い犬 アン・ブース著 あかね書房 

933 王のしるし 上・下 ローズマリ・サトクリフ作 岩波書店 

933 銀の枝 ローズマリ・サトクリフ作 岩波書店 

933 辺境のオオカミ ローズマリ・サトクリフ作 岩波書店 

933 モンスーンの贈りもの ミタリ・パーキンス作 鈴木出版 

933 禁じられた約束              ロバート・ウェストール作 徳間書店 

933 戦火の三匹 ロンドン大脱出 ミーガン・リクス作 徳間書店 

933 神々と戦士たち ケフティウの呪文 ３ ミシェル・ペイヴァー著 あすなろ書房 

933 少年弁護士セオの事件簿 仮面スキャンダル ６ ジョン・グリシャム作 岩崎書店 

938 ロアルド・ダールコレクション  

ダールのおいしい！？レストラン 

ロアルド・ダール著 評論社 

 

中１国語の授業で紹介 

19年後。ハリーと息子の 

物語を舞台化！ 

人気シリーズ最新作 

あさのあつこ最新シリーズ 


