
円周率の謎を追う 江戸の天才数学者・関孝和の挑戦              

       キャッシー・アッペルト著 

       アリスン・マギー著  

       吉井知代子訳 １１歳のジュールズは石が好きな女の

子。その姉のシルヴィは走ることが好き。

ある雪の朝、姉は妹の前から走り去り森

の中へ消えていき、川にのみこまれたの

か、もどってこなかった。姉を失った悲

しみのなか、ジュールズはふしぎなキツ

ネを通して姉の秘密を知る…。 

 

姉の秘密を知る…。 

 

 

 

     

     

 

 

定期テストが終わりました！新しい本もたくさん到着しました。夏休み読書感想文の課題図書もそろっています。 

課題図書 

 ホィッパーウィル川の伝説 

             鳴海 風作 

 

 

 

 

 

 

 

 

新着本 

分

類 
書名等 著者名 出版者 

002 考える方法 永井 均著 筑摩書房 

002 何のために「学ぶ」のか 外山 滋比古著 筑摩書房 

007 11歳からの正しく怖がるインターネット 大人もネットで失敗しなくなる本 小木曽 健著 晶文社 

016 手をつなごうよ フィリピン・ミンダナオ子ども図書館 松居 友著 彩流社 

019 
白熱！「中学読書プロジェクト」 

 集団で正解のない問いについて考える 1か月 
赤荻 千恵子編著 学事出版 

041 揺らぐ世界 立花 隆著 筑摩書房 

041 生き抜く力を身につける 大澤 真幸著 筑摩書房 

159 いつもこういうときどうするんだっけ 辰巳 渚著 毎日新聞社 

159 もっとこういうときどうするんだっけ 辰巳 渚著 毎日新聞社 

159 やっぱりこういうときどうするんだっけ 辰巳 渚著 毎日新聞出版 

198 置かれた場所で咲きなさい 渡辺 和子著 幻冬舎 

210 知られざる縄文ライフ え？貝塚ってごみ捨て場じゃなかったんですか！？ 譽田 亜紀子著 誠文堂新光社 

210 乙女の日本史 堀江 宏樹著 東京書籍 

210 〈悲報〉本能寺で何かあったらしい…光秀ブログ炎上中！ 歴史 Web 2．0 藤井 青銅著 日本文芸社 

215 信州の縄文時代が実はすごかったという本 こんなことも知らなかった 藤森 英二著 信濃毎日新聞社 

268 マチュ・ピチュのひみつ インカ帝国の失われた都市 スザンヌ・ガーブ著 六耀社 

281 日本史有名人の身体測定 篠田 達明著 KADOKAWA 

288 世界の国旗 国旗・海外領土旗の意味、国の成り立ちがわかる！ 
シャスタインター 

ナショナル編 

シャスタインター 

ナショナル 

289 円周率の謎を追う 江戸の天才数学者・関孝和の挑戦 鳴海 風作 くもん出版 

290 まるで童話のような、世界のかわいい村と美しい街   
パイインターナ 

ショナル 

323 どう考える？憲法改正中学生からの「知憲」 日本の憲法を知ろう 谷口 真由美監修 文溪堂 

323 どう考える？憲法改正中学生からの「知憲」 世界の憲法を知ろう 谷口 真由美監修 文溪堂 

323 どう考える？憲法改正中学生からの「知憲」 くらしのなかの憲法を知ろう 谷口 真由美監修 文溪堂 

323 どう考える？憲法改正中学生からの「知憲」 憲法改正について知ろう 谷口 真由美監修 文溪堂 

361 くらべる東西 おかべ たかし文 東京書籍 

六中図書館だより N0.３ 
     平成２９年６月 2３日 

調布市立第六中学校         司書 栩野晴美 

江戸時代、鎖国をしていたにもかか

わらず、日本の数学は世界的なレベ

ルにまで到達していました。天才数

学者の関孝和は、当時の円周率に疑

問を持ち、試行錯誤のすえ、自分な

りのやり方で真理にたどりつきま

す。数学への情熱が伝わる物語です。 



365 迷惑メール、返事をしたらこうなった。 詐欺＆悪徳商法「実体験」ルポ 多田 文明著 イースト・プレス 

366 
気をつけよう！ブラックバイト・ブラック企業  

いまから知っておきたい働く人のルール タイムカードを押してから残業！？ 

ブラックバイトから子ども 

たちを守る会編 
汐文社 

366 
気をつけよう！ブラックバイト・ブラック企業  

いまから知っておきたい働く人のルール テストなのに休めない！？ 

ブラックバイトから子ども 

たちを守る会編 
汐文社 

366 
気をつけよう！ブラックバイト・ブラック企業 

 いまから知っておきたい働く人のルール ノルマ達成できないと罰金！？ 

ブラックバイトから子ども 

たちを守る会編 
汐文社 

366 あこがれ仕事百科 
NHKラジオ第1「きらり10代！」制作班

編 
実業之日本社 

366 女子の給料＆職業図鑑 給料 BANK著 宝島社 

366 日本の給料＆職業図鑑 Plus 給料 BANK著 宝島社 

374 子どもがつながる！クラスがまとまる！学級あそび 101 三好 真史著 学陽書房 

377 はばたけ！「留学」で広がる未来 海外で学ぶってどういうこと？ 横山 匡監修 くもん出版 

378 つたえちゃ王（てんじ手作り絵本） 金子 修文 桜雲会 

385 13歳からのマナーのきほん 50 あたりまえだけど大切なこと アントラム栢木利美著 海竜社 

386 みんなが知りたい！日本のユネスコ無形文化遺産がわかる本 カルチャーランド著 メイツ出版 

388 誰も知らない世界のことわざ 
エラ・フランシス・サンダース著 イラス

ト 
創元社 

388 知識ゼロからの妖怪入門 小松 和彦著 幻冬舎 

404 科学は未来をひらく 村上 陽一郎著 筑摩書房 

419 和算って、なあに？ 日本の算数 小寺 裕著 少年写真新聞社 

420 目でみる単位の図鑑 丸山 一彦監修 東京書籍 

431 元素生活 完全版 寄藤 文平著 化学同人 

443 12星座とギリシャ神話の絵本 沼澤 茂美作 あすなろ書房 

451 図説空と雲の不思議 きれいな空・すごい雲を科学する 池田 圭一著 秀和システム 

457 絶滅動物調査ファイル（「もしも？」の図鑑） 里中 遊歩著 実業之日本社 

459 世界一楽しい遊べる鉱物図鑑 さとう かよこ著 東京書店 

470 新・雑草博士入門 岩瀬 徹著 
全国農村教育協

会 

470 はつみみ植物園 西畠 清順文 東京書籍 

479 さくら研究ノート 近田 文弘著 偕成社 

480 進化くん マラ・グランバム著 飛鳥新社 

480 世界に一つだけの深海水族館 石垣 幸二監修 成山堂書店 

481 
こんなところにいたの？  

じっくり探すと見えてくる動物たちのカモフラージュ 
林 良博監修 誠文堂新光社 

481 図解生き物が見ている世界 ココリコ田中×長沼毅 presents 田中 直樹著 
学研パブリッシ

ング 

483 クマムシ博士のクマムシへんてこ最強伝説 堀川 大樹著 

日経ナショナル

ジオグラフィック

社 

483 ほんわかクラゲの楽しみ方 ゆらゆら、ふらふわ。眺めて、癒される。 平山 ヒロフミ著 誠文堂新光社 

486 くらべた・しらべたひみつのゴキブリ図鑑 盛口 満絵・文 岩崎書店 

489 おっぱいの進化史 浦島 匡著 技術評論社 

521 大迫力！写真と絵でわかる日本の城・城合戦 大判ビジュアル図解 小和田 泰経著 西東社 

527 住まい方を考える 住まいのしくみを知る 益子 義弘監修 あかね書房 

527 住まい方を考える 快適で安全な住まいのくふう 益子 義弘監修 あかね書房 

527 住まい方を考える 未来の住まいをデザインする 益子 義弘監修 あかね書房 

538 月はぼくらの宇宙港 佐伯 和人作 新日本出版社 



590 
正しい目玉焼きの作り方 きちんとした大人になるための家庭科の教科書（14歳の世渡

り術） 
森下 えみこイラスト 河出書房新社 

594 ブックカバーを作る 新装改定版 お気に入りの布ですぐできる えかた けい著 日貿出版社 

594 フェルト花の作り方 BOOK 小さな雑貨とアクセサリー   日本ヴォーグ社 

594 
ディズニーツムツムフェルトマスコット いっぱい作って楽

しもう！ 
佐々木 公子著 ブティック社 

596 ステンドグラスクッキー Maa著 池田書店 

596 
30分でできる伝統おやつ 日本と世界のおやつがいっぱい！  

春のおやつ 
伝統おやつ研究クラブ編 偕成社 

596 はじめてでもかんたん！HAPPY〓友チョコ 中村 陽子著 成美堂出版 

596 一日がしあわせになる朝ごはん 小田 真規子料理 文響社 

596 What is 和食 WASHOKU？ 英文対訳付 服部 幸應監修 ミネルヴァ書房 

645 ペットの飼い方入門 ペットの専門店コジマ監修 小学館 

706 東京のちいさな美術館・博物館・文学館 週末ぶらりとミュージアムさんぽへ 増山 かおり著 エクスナレッジ 

709 知識ゼロからの国宝入門 小和田 哲男監修 幻冬舎 

721 マンガでわかる「日本絵画」の見かた 美術展がもっと愉しくなる！ 矢島 新監修 誠文堂新光社 

726 スヌーピーのひみつ A to Z 
チャールズ・M． 

シュルツ著 
新潮社 

726 人気漫画家が教える！まんがのかき方 背景・キャラクター応用編 久世 みずき著 汐文社 

726 人気漫画家が教える！まんがのかき方 物語・コマ割り編 久世 みずき著 汐文社 

726 人気漫画家が教える！まんがのかき方 仕上げのテクニック編 久世 みずき著 汐文社 

726 だれでもササッとかわいく描ける！ボールペンイラスト帳たっぷり 1940点 シス ポムス編著 西東社 

754 お菓子な文房具 たべたあとにもおたのしみ！？ 平田 美咲作 汐文社 

780 こどもオリンピック新聞 どこから読んでも面白い   世界文化社 

809 暗号学 歴史・世界の暗号からつくり方まで 稲葉 茂勝著 今人舎 

810 学校では教えてくれないゆかいな日本語 今野 真二著 河出書房新社 

814 正しい日本語どっち？500 日本語力検定委員会編 彩図社 

829 韓国語話す・聞くかんたん入門書 長友 英子著 池田書店 

830 英語で日本を紹介しよう Welcome to Japan！ 日本の学校と生活 居村 啓子監修 ポプラ社 

830 英語で日本を紹介しよう Welcome to Japan！ 日本のしきたり 居村 啓子監修 ポプラ社 

830 英語で日本を紹介しよう Welcome to Japan！ 日本の四季と行事 居村 啓子監修 ポプラ社 

830 英語で日本を紹介しよう Welcome to Japan！ 日本の食べもの 居村 啓子監修 ポプラ社 

830 英語で日本を紹介しよう Welcome to Japan！ 日本の遊び 居村 啓子監修 ポプラ社 

837 30秒でできる！ニッポン紹介おもてなしの英会話 安河内 哲也監修 
IBCパブリッシン

グ 

837 30秒でできる！47都道府県紹介おもてなしの英会話 安河内 哲也監修 
IBCパブリッシン

グ 

837 中学レベルで洗練された英会話ができる本 濱田 伊織著 ダイヤモンド社 

910 文豪図鑑完全版 あの文豪の素顔がすべてわかる 開発社編 自由国民社 

910 「文豪」がよくわかる本 福田 和也監修 宝島社 

911 ときめき百人一首 小池 昌代著 河出書房新社 

911 世界はもっと美しくなる 奈良少年刑務所詩集 寮 美千子編 ロクリン社 

913 アレグロ・ラガッツァ あさの あつこ著 朝日新聞出版 

913 羅生門 杜子春 芥川 龍之介作 岩波書店 

913 カブキブ！ 榎田 ユウリ著 KADOKAWA 

913 カブキブ！ 榎田 ユウリ著 KADOKAWA 

913 猫と金髪としあわせの湯 美月 りん著 KADOKAWA 

913 ツバキ文具店 小川 糸著 幻冬舎 



913 蜜蜂と遠雷 恩田 陸著 幻冬舎 

913 死神うどんカフェ 1号店 石川 宏千花著 講談社 

913 14歳 小林 深雪著 講談社 

913 都会（まち）のトム＆ソーヤ 夢幻 はやみね かおる著 講談社 

913 夕暮れのマグノリア 安東 みきえ作 講談社 

913 夜露姫 みなと 菫著 講談社 

913 弓を引く少年 大塚 菜生著 国土社 

913 フラダン 古内 一絵作 小峰書店 

913 大きくなる日 佐川 光晴著 集英社 

913 桜風堂ものがたり 村山 早紀著 PHP研究所 

913 明日のひこうき雲 八束 澄子著 ポプラ社 

913 いとの森の家 東 直子著 ポプラ社 

913 オレさすらいの転校生 吉野 万理子著 理論社 

913 羅生門 蜘蛛の糸 杜子春 外十八篇 芥川 竜之介著 文芸春秋 

913 心霊探偵八雲 魂の道標 神永 学著 KADOKAWA 

913 未来への扉 小林 深雪著 講談社 

913 大久野島からのバトン 今関 信子作 新日本出版社 

913 僕は上手にしゃべれない 椎野 直弥著 ポプラ社 

913 宇治の結び 源氏物語 紫式部著 理論社 

913 宇治の結び 源氏物語 紫式部著 理論社 

913 ネトゲ中毒 鎌倉 ましろ著 金の星社 

913 浜村渚の計算ノート 悪魔とポタージュスープ 青柳 碧人著 講談社 

913 素敵な日本人 東野圭吾短編集 東野 圭吾著 光文社 

913 家康、江戸を建てる 門井 慶喜著 祥伝社 

913 暗幕のゲルニカ 原田 マハ著 新潮社 

913 犬から聞いた素敵な話 喜びのかけ算、悲しみのわり算 山口 花著 東邦出版 

929 ぼくたちに翼があったころ コルチャック先生と 107人の子どもたち タミ・シェム＝トヴ作 福音館書店 

933 ペーパーボーイ ヴィンス・ヴォーター作 岩波書店 

933 レイン 雨を抱きしめて アン・M．マーティン作 小峰書店 

933 骨董通りの幽霊省 アレックス・シアラー著 竹書房 

933 

オリンポスの神々と 7人の英雄 パーシー・ジャクソンとオリ

ンポスの神々 

 シーズン 2 ヘルメスの杖 

リック・リオーダン作 ほるぷ出版 

933 ホイッパーウィル川の伝説 キャシー・アッペルト著 あすなろ書房 

933 ぼくが消えないうちに A．F．ハロルド作 ポプラ社 

949 ハリネズミの願い トーン・テレヘン著 新潮社 

E わたしのそばできいていて リサ・パップ作 WAVE出版 

E サニーちゃん、シリアへ行く 葉 祥明絵 自由国民社 

E ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケ シンスケ作 ブロンズ新社 

E マッチ箱日記 ポール・フライシュマン文 BL出版 

E おっぱいのひみつ 柳生 弦一郎さく 福音館書店 

E 夢にめざめる世界 ロブ・ゴンサルヴェス作 ほるぷ出版 

E サリバン先生とヘレン ふたりの奇跡の 4か月 デボラ・ホプキンソン文 光村教育図書 

488 くらべてわかる野鳥 識別ポイントで見分ける 叶内 拓哉写真・文 山と溪谷社 

653 くらべてわかる木の葉っぱ スキャン画像で見分ける 林 将之写真・文 山と溪谷社 

 


