
  

                              

  

  

 

                               

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書　名 著者名 出版者 内　容

911 オ ゆまに書房 ①愛と恋　②生と夢　③悩みと力

911 セ ロクリン社 「空が青いから白をえらんだのです」に続く第2詩集。

913 ア 白球ガールズ 赤澤　竜也 KADOKAWA
女子硬式野球部のある四国の高校へ編入して奮闘する

熱血女子高校生

913 ア ランナー、スパイクス、レーン あさの　あつこ 幻冬舎文庫 ５千ｍ走のライバルである２人の少年の物語

913 ア キケン 有川　浩 KADOKAWA
大学の機械制御研究部。「キケン＝危険」と恐れられ

ているが、部員はユニークで…

913 ウ 「守り人」のすべて　増補改訂版 上橋　菜穂子ほか 偕成社
「守り人シリーズ」の人物事典・百科事典と、短編

「春の光」「天への振舞い」

913 オ だいじな本のみつけ方 大崎　梢 光文社文庫
大好きな作家の最新刊の忘れ物をみつけた野々香は、

本に関わる素敵な人たちに出会う。

913 カ わたしがここにいる理由 片川　優子 岩崎書店
幼なじみの3人が、中学では別々になってしまった

が、それぞれ自分の場所を見つけていく。

913 カ 心霊探偵八雲　10　魂の道標 神永　学 KADOKAWA 左眼の傷で死者の魂を見る力を失ってしまった八雲。

913 ク 表参道高校合唱部！　1～３ 桑畑　絹子 学研プラス 歌の力が奇跡を起こす青春感動ドラマのノベライズ

913 ジ 14歳 小林　深雪ほか 講談社 5人の作家が14歳をテーマに描いたアンソロジー

913 ナ 本を守ろうとする猫の話 夏川　草介 小学館
祖父が亡くなり、一緒に住んでいた古書店を片付けて

いた林太郎の前に現れた、不思議なトラ猫

913 ホ 理論社 意外な結末のショートショート

913 ホ 北高野球部学生監督ガイ 本田　有明 河出書房新社 廃部の危機にある名門校野球部の新監督ガイの挑戦

913 ム コンビニたそがれ堂 シリーズ６冊 村山　早紀
ポプラ文庫ピュ

アフル

本当にほしいものがある人だけがたどり着ける、不思

議なコンビニたそがれ堂。

914 ツ 図書室で暮らしたい 辻村　深月 講談社
作家になる前からずっと好きな小説、漫画、アニメ、

音楽などについて綴る、楽しいエッセイ集。

933 ハ 白泉社　
「ハリー・ポッター」ゆかりの地を巡り、隠された作

品の秘密に迫るガイドブック。

933 モ シリーズ赤毛のアン　1～７ モンゴメリ ポプラ社 村岡花子訳の『赤毛のアン』シリーズ

938 ダ
ロアルド・ダールコレクション　別巻3
　ダールのおいしい！？レストラン

ロアルド・ダール 評論社
ダールの作品に出てくる不思議な食べ物のレシピを、

楽しいイラストと写真で紹介

953 ブ 美女と野獣　オリジナル版 魔法の宮殿を舞台とするファンタジー。

大人になるまでに読みたい15歳の短歌・俳句・川柳　1～３　

世界はもっと美しくなる　奈良少年刑務所詩集

《日本文学》　９１１　短歌・俳句・詩　　９１３　小説　　９１４ エッセイ　　《外国文学》　933　イギリス・アメリカ　　953　フランス

分類

ガブリエル＝シュザンヌ・ド・ヴィ

ルヌーヴ 　　　白水社

ハリー・ポッターへの旅　イギリス＆物語探訪ガイド　新版

星新一ちょっと長めのショートショート　1～１０

平成２９（201７）年７月７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 ＊ 

     2017 年度 第３号 

新着図書リスト 〈文学〉   
 

きょうは七夕。七中図書館でも七夕飾りを 

飾っています。先生方の短冊には、七中生に 

すすめる本の紹介も書いていただきました。 

どんな本が紹介されているでしょうか？  

その本の一部も、展示しています。 

みんなの願いごとがかないますように！ （司書・森） 

新着図書の棚に７月１０日〈月〉から展示します。 

本が見つからないときは司書に聞いてください。 

“ほんとのであい”２０１７年版発表！！ 

調布市立中学校８校の司書から中学生に 
すすめる本のリストです。 
この図書館だよりと同時に配ります。 

☆紹介している本は、“ほんとのであい”コーナーに 

展示してあります。楽しい本、感動する本を集めてあ

るので、夏休み中にゆっくり読んでください。 

 

 

１０冊まで借りられます。 

返却期限は  

９月４日（月）までです。 
 

でも、その前に・・ 
返すのが遅れている本
はありませんか？ 

夏休み用 

特別貸出開始！ 

ウラ面に続く 

夏休み中の開館予定 ： ７月２１日（金）、２４日（月）～２６日（水） 
           ８月２４日（木）、２５日（金） 
      開館時間 ：１０：００～１２：００ 
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分類 書　　名 著者名 出版者 内容

007 11歳からの正しく怖がるインターネット 晶文社 ネットを安全・安心に使うための「絶対に失敗しない方法」

007 小中学生からはじめるプログラミングの本 日経BP社 プログラムとは何かからやさしく解説。

022 「本をつくる」という仕事 稲泉　連 筑摩書房 校閲、装丁、印刷、製本など本の製作を支えるプロに聞く。

159 101人が選ぶ「とっておきの言葉」 河出書房新社
俳優、スポーツ選手、小説家、芸人、音楽家など、101人が選ぶ「とっ

ておきの言葉」

186 仏像とお寺の解剖図鑑　 エクスナレッジ 仏像の見分け方・観賞方法、寺院建築の見方

319 2000年～2016年9月に刊行された約5万冊から300冊を厳選

327 ちくまプリマー新書 日本の裁判所はいつからあるか、どんな種類があるか、

司書になるには 森　智彦 ぺりかん社　 司書・司書教諭・学校司書の仕事

動物園飼育員・水族館飼育員になるには  高岡　昌江 ぺりかん社　 飼育員の仕事を動物園と水族館に分けて紹介

保育士の一日、　薬剤師の一日 保育社 医療・福祉の仕事見る知るシリーズ

369 地震イツモマニュアル ポプラ社 イツモできることが詰まった、役立つ防災マニュアル。

383 和服がわかる本 岩崎書店　
和服の基礎、着物のマナー、ゆかたの着方、着物の素材と生地

までを写真やイラストで紹介

383 にっぽんのおにぎり　 白央　篤司 理論社

383 にっぽんのおやつ 白央　篤司 理論社

385 13歳からのマナーのきほん50 アントラム栢木利美 海竜社 食事、あいさつ、身だしなみ、訪問、手紙・贈り物…。

386 おまつり万歳！　日本全国、四季のまつりとご当地ごはん たかぎ　なおこ 文藝春秋 四季折々のお祭りを紹介したコミックエッセイ。

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 創元社
世界のユニークなことわざや慣用句を51語集め、感性あふれる

文と絵で紹介

407 身近な道具や材料を使った科学の実験

431
元素それぞれの性質、どのように利用されているのかを、イラ

ストや写真で紹介

440 誰かに教えたくなる宇宙のひみつ 竹内　薫 徳間書店 宇宙の原理を、マンガも交えてわかりやすく解説

440 面白くて眠れなくなる天文学 縣　秀彦
PHPエディター

ズ・グループ
天文学にまつわる面白い話を紹介

443 夜空と星の物語　日本の伝説編 森山　晋平編
パイインターナ

ショナル
日本各地に伝わる星空の伝説と、美しい星空の写真

451 技術評論社 天気予報の舞台裏や、最新の気象事情についても解説

451 ずかん雲　見ながら学習調べてなっとく 武田　康男 技術評論社 雲の魅力と不思議に迫る本。

453 日本の火山図鑑　 高橋　正樹 誠文堂新光社 日本列島にある活火山110の噴火や火山災害の特徴

457 くらべる恐竜図鑑　（「もしも？」の図鑑） 土屋　健 実業之日本社　 恐竜を、他の恐竜や現在の動物たちと徹底比較。

457 肉食の恐竜・古生物図鑑　 土屋　健
子供の科学★サイ

エンスブックス
食物連鎖の頂点にいた肉食動物を各時代ごとに紹介

459 世界一楽しい遊べる鉱物図鑑 さとう　かよこ 東京書店 125点の鉱物標本、鉱物を使った実験・遊び方

470 おもしろ植物図鑑　 花福こざる 誠文堂新光社 花屋兼マンガ家の著者が、身近な植物の見分け方や特徴を解説

486 昆虫のすごい瞬間図鑑　 石井　誠 誠文堂新光社 命が生まれる瞬間、獲物に襲いかかる瞬間…

486 珍奇な昆虫　オールカラー版 山口　進 光文社新書 世界中で出会った昆虫のお宝写真

492 少年写真新聞社 病院に行くまでに必要な手当の仕方、救急用品、事故防止対策

498 女子栄養大学出版部 栄養素の基本的な知識、情報やデータをまとめた

498 さ・え・ら書房 健康な体でいるためにはどうしたらよいか

518 ごみゼロへの挑戦　ゼロウェイスト最前線 山谷　修 丸善出版 徹底したごみ減量・資源化を目指す

548 ロボットの歴史を作ったロボット100 アナ・マトロニック
日経ナショナルジ

オグラフィック社
古代から現代までのロボットをずらりと紹介する。

594 日貿出版社 お気に入りの布でオリジナルのカバーを作る。

594 フェルトのお守りラッキーチャーム ピポン 文化学園文化出版局 ラッキーアイテムをモチーフにした、フェルトのお守り

596 マガジンハウス おうちの卵料理をおいしく、上手に作るコツとレシピ

726 学研プラス ボールペンでかんたんに描ける

726
小説家、評論家、マンガ家など29名が、読んでおくべきとっておきのマ

ンガ作品を紹介

727 グラフィック社 日本独自のデザイン性に優れたロゴ

736 かわいい消しゴムはんこ 朝日新聞出版 人気消しゴムはんこ作家mogerinが詳細な手順写真で紹介

754 1年中楽しむかわいい実用おりがみ　 山口　真 ソシム プレゼント、インテリア、おもてなしに使える実用折り紙

764 おもしろ吹奏楽事典 ヤマハミュージックメディア 実践に役立つ基本知識からマメ知識まで

769 バレエ物語集　あこがれの代表作10
ジェラルディン・

マコックラン 偕成社 「白鳥の湖」「くるみわり人形」など代表的バレエ作品を物語化

801 ずかん文字　見ながら学習調べてなっとく 技術評論社 古代と現在の世界の文字約60種類をイラストで紹介

801
子供の科学★サイ

エンスブックス
理科・国語・音楽・家庭科などの教科書で学ぶ記号使って覚える記号図鑑　教科書に出てくる科学の記号・身近なマーク

身近なものでふしぎな科学実験　「なぜこうなるの？」

ぜんぶわかる118元素図鑑　身近な元素から日本発の元素「ニホニウム」まで

栄養素の通になる　食品成分最新ガイド

ブックカバーとノートカバーの作り方　手作りでらくらくできる

日本語のロゴ・メイキング　漢字・ひらがな・カタカナのロゴづくり

ゆるかわいいイラスト＆かき文字が描ける本　

新しい卵ドリル　おうちの卵料理が見違える！

覚えておこう応急手当　小さなけがの手当から命を救うAEDまで

目で見る栄養　食べ物が作るわたしたちの体

気象の図鑑　空と天気の不思議がわかる　（まなびの図鑑）

マンガがあるじゃないか　わたしをつくったこの一冊　（14歳の世渡り術）

47都道府県それぞれの地方のおにぎりとおやつを写

真とともに紹介

子供の科学★

サイエンス

ブックス

キャリア教育に活きる！仕事ファイル センパイに聞く　1ＩＴの仕事　2メディアの仕事　3ファッションの仕事

4ショップの仕事　5フードの仕事　6インターナショナルな仕事　7新しいキャリア教育ガイドブック

　　　　０　総記　　１　哲学・宗教　　３　社会科学

　　　　４　自然科学　　５　技術・工業　　５９　家庭　　６　産業　　７　芸術　　８　　言語

職業

明日の平和をさがす本　戦争と平和を考える絵本からYAまで300　岩崎書店

裁判所ってどんなところ？　司法の仕組みがわかる本

 

新着図書リスト 〈文学以外〉   
 

皆さん、元気で楽しい夏休みを！ 


