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４月 ５月 ６月 ７月 合計（冊）

１年１組 68 41 88 48 245
１年２組 46 37 65 72 220
１年３組 40 25 32 117 214

２年１組 24 19 23 34 100
２年２組 11 26 24 23 84
２年３組 10 26 19 27 82

３年１組 15 24 9 40 88
３年２組 40 56 37 60 193
３年３組 31 19 20 43 113
３年４組 9 5 3 19 36

学級文庫他 149 0 160 165 474

総合計 443 278 480 648 1,849

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９（201７）年９月１５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４号 

今年の夏は天候不順が続きましたが、七中生の 

みなさんはどんな夏休みを過ごしたのでしょうか？  

2 学期が始まって半月の間に、修学旅行、職場体験、 

調布調べと、各学年の校外学習活動が続いています。 

それぞれに関連する本が図書館にあるので、学習を 

深めるために本を探してみるのもいいですね。       

（司書・森） 

2～４ページは新着図書リストです。 

★夏休みに蔵書点検を実施しました。  

＊蔵書点検とは、学校内に現在ある図書のバーコードを全部

読み込み、現時点の蔵書データ・貸出データと付け合わせ

て所蔵状態を確認する作業で、本校では 1 年おきに実施

しています。今回、新たに行方不明と確定した本は 8 冊

です。貸出処理ミスによる一時的な不明であることも多い

ので、返却を待っているところです。 

〈行方不明の本〉 

『都会のトム＆ソーヤ 13』『コンビニたそがれ堂 空の童話』 

『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々 3』 

『ハリー・ポッターと賢者の石』 『若冲のまいごの象』 他 

 

＊前回の点検から引き続き行方不明中の本は 17 冊でした。

→必要な本については再購入を検討しています。 

 

※本は後輩に受け継いでいく大切な財産です。第七中図書館

の本をどこかで見つけたら、必ず図書館カウンターまで届

けるようにおねがいします。 

本が戻ってくるのを待っています。 

★本の場所が一部変わりました。 
①「２歴史・３社会科学・４自然科学」の書

架の最上段にあった本の一部を準備室に

移動しました。 

②「780 スポーツ～800 言語～900 文学

～911 詩歌」の本の場所を少しずつ移動

しました。辞典類は芸術・スポーツの書架

の最下段に移動しました。 

③「914～918 日本の随筆ほか」は、「913

小説」の続きの書架から「911 詩歌」の

続きの書架に移動しました。 

④「ベストオブ七中」の本は、窓際にまとめ

て置いてありましたが、それぞれの分類の

場所にもどしました。金色シールが貼って

あるのでさがしてみましょう。 

 

1学期のクラス別貸出状況    
 

順
位

貸出

回数
書　　名 著　者 分類

ハリー・ポッターと秘密の部屋 Ｊ．Ｋ．ローリング 933

２.４３　清陰高校男子バレー部　〔1〕 壁井　ユカコ 913

ドラえもん科学ワールドシリーズ各巻 藤子不二雄まんが

心霊探偵八雲　３ 神永　学 913

５分後に意外な結末　４ 908

心霊探偵八雲　8 神永　学 913

２.４３　清陰高校男子バレー部　〔２〕 壁井　ユカコ 913

小説ちはやふる　中学生編　1 時海　由以 913

桜風堂ものがたり 村山　早紀 913

ハリー・ポッターと賢者の石 Ｊ．Ｋ．ローリング 933
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1

2

7
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1学期の貸出ベスト１０ 
    
 

夏休みまでに借りた本は 

返しましたか？ 

全部返さないと、次の本を 

借りることはできません。 
 

１学期の七中図書館利用状況です。 

夏休みまでに借りた本の返却期限は９月 4 日（月）までと

なっていました。２０日（水）を過ぎても返してない本が

ある人には督促状とくそくじょうを発行したいと思います。    

督促状が発行される前に返すようにしましょう。 
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分類 書　　名 著者名 出版者 内　容

007 プログラミングって何？親子でゼロからわかる本 秀和システム Q＆A形式でわかりやすい。

019 すばる舎 勇気を与えてくれる本、空想の世界に羽ばたける本など

021 学校で知っておきたい著作権　1～3　 小寺　信良 汐文社
「運動会の旗に漫画キャラを描いてもいいの？」など、学校生

活に関わる著作権を解説

021 正しいコピペのすすめ　模倣、創造、著作権と私たち 宮武　久佳 岩波ジュニア新書　
ワープロやスマホの時代、「許されるコピペ」と「許されない

コピペ」とは？

024 本屋って何？ 稲葉　茂勝 ミネルヴァ書房 書物と本屋の歴史、本屋の仕事の舞台裏などをビジュアルに

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 今人舎 なぞなぞの歴史、日本と世界のなぞなぞなど

130 はじめての哲学
石井　郁男，ヨシ

タケシンスケ画
あすなろ書房 14人の哲学者の人生と思想。イラストが楽しい。

130 自分で考えよう　世界を知るための哲学入門 ペーテル・エクベリ 晶文社 西洋哲学の基本的考えを分かりやすい言葉とｲﾗｽﾄで解説｡

145 なぜこう見える？どうしてそう見える？〈錯視〉だまされる脳 ミネルヴァ書房 さまざまなところで活用されている錯視の歴史や技

210 子どもニュースいまむかしみらい　朝日小学生新聞でふりかえる 朝日小学生新聞 朝日学生新聞社
『朝日小学生新聞』50年間のおもなニュース。過去に取材し

た人の現在を知るインタビュー。

210 戦国の合戦と武将の絵事典　見て楽しむ 高橋　伸幸 成美堂出版 歴史小説・ドラマで感じる疑問を解消する絵事典。

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 誠文堂新光社 縄文人の創造性、創意工夫、自然と共生する心

281 戦国武将の解剖図鑑 エクスナレッジ かぶと・よろい、平時の服装、持ち物、城、合戦などを図解

289 甘くてかわいいお菓子の仕事　自分流・夢の叶え方 KUNIKA 河出書房新社 スイーツアーティストが語る「好き」を仕事にする方法

290 誰にでも描ける！k．m．p．の、イラスト旅ノート。　 k．m．p． JTBパブリッシング シンプルで読みやすくかわいい旅ノートのつくり方

291 るるぶ東京の農業林業水産業 JTBパブリッシング 東京の農・林・水産業や東京特産品、東京ブランド

291 江戸東京まち歩きブック　東京シティガイド検定公式テキスト 東京観光財団編 東京観光財団　 東京を案内するために必要な知識

291 京都・奈良・大阪修学旅行パーフェクトガイド あんぐる メイツ出版 修学旅行人気スポット、モデルコース、豆知識

291 まるっと高尾山こだわり完全ガイド スタジオパラム メイツ出版 高尾山のハイキングコース、薬王院ナビ、自然図鑑

314 中高生からの選挙入門 谷　隆一 ぺりかん社 選挙がなぜ大事なのか、具体的な実例でわかりやすく解説

337 小学生でもわかるお金にまつわるそもそも事典 シーアンドアール研究所 お金、クレジットカード、税金、銀行、経済の仕組みなど

366 10代のための仕事図鑑　未来の入り口に立つ君へ 大泉書店 361種類の仕事の内容、必要な資格や学歴など

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 KADOKAWA 面接は「話し方」より「聞き方」で決まる！

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 実務教育出版 心構え、具体的な勉強法、自分自身のきたえ方

379 18歳選挙権ガイドブック 川上　和久 講談社 民主主義の歴史と18歳選挙権について、わかりやすく解説

383 世界中からいただきます！
中山　茂大文，

阪口　克写真
偕成社 世界各地の旅行中に泊めてもらった家庭のごはんと台所

385 きほんのラッピング便利帳　 学研パブリッシング ラッピングに必要なテクニックを、手順写真で解説。

385 なんでも自分で包む本　イラストだから簡単！ 洋泉社 物を送るときの箱詰めの仕方など

386 すぐに役立つ366日記念日事典　第3版 加瀬　清志 創元社 日付順に記念日の由来やエピソードを紹介

402
～

404 空想科学読本　12～17 柳田　理科雄 KADOKAWA

404 空想科学「理科」読本　学校では教えてくれない！ 柳田　理科雄 大和書房

407 ビーカーくんとそのなかまたち　この形にはワケがある！ゆかいな実験器具図鑑 うえたに夫婦 誠文堂新光社 実験器具をキャラクター化したゆかいな図鑑

410
スウガクって、なんの役に立ちますか？
数学は最強の問題解決ツール

杉原　厚吉 誠文堂新光社
ジャンケンに勝てる確率を増やすには？　など、身近な生活の

中で役に立つ数学

417 親子で学ぶ！統計学はじめて図鑑　 日本図書センター
多くのデータをまとめ、グラフにすることでデータの特徴や傾

向をつかむ統計。

419 和算って、なあに？　日本の算数 小寺　裕 少年写真新聞社 大人も子どもも楽しんだ江戸時代の算術

443 12星座とギリシャ神話の絵本 沼澤　茂美 あすなろ書房 星座をみつけるコツから、夜空に秘められた伝説まで

443 よむプラネタリウム夏の星空案内
野崎　洋子文，

中西　昭雄写真
アリス館

現役プラネタリウム解説者と、天体写真家による、やさしい星

座解説

444 太陽系のふしぎ109　プラネタリウム解説員が答える身近な宇宙のなぜ 永田　美絵 偕成社 太陽系に関する疑問を、美しい写真とともにわかりやすく解説

451 トコトンやさしい異常気象の本 日本気象協会編 日刊工業新聞社　 異常気象から身を守るために知っておきたい知識

453 火山列島・日本で生きぬくための30章　歴史・噴火・減災 夏　緑 童心社 火山のなりたちや噴火のしくみ、災害から命を守る知識

　　　　０　総記　　１　哲学・宗教　

　　　　２　歴史・伝記・地理　　３　社会科学

　　　　４　自然科学　　

ドラえもん科学ワールド   南極の不思議 、 生物の源・海の不思議、
 生命進化と化石の不思議、 昆虫の不思議、 エネルギーの不思議

                                              　     （藤子・F・不二雄まんが、小学館）

金原瑞人〈監修〉による12歳からの読書案内　多感な時期に読みたい100冊

 

 

 

 

 

 

新着図書リスト 〈その１〉   
 

新着図書の棚に 9 月 19 日〈火〉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。 
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470 里山さんぽ植物図鑑 成美堂出版 里山の植物を四季別に収録。写真・細密イラストとエピソード

470 生えている場所でわかる植物の名前図鑑　 金田　一 世界文化社 市街地、公園、道端、空き地など、よく生えている場所別に紹介

471 原寸で楽しむ身近な木の実・タネ図鑑＆採集ガイド 多田　多恵子 実業之日本社 身近な木の実の特徴がよくわかるフィールド図鑑

471 調べてなるほど！花のかたち 柳原　明彦絵と文 保育社　 さまざまな花の特徴・品種・歴史を、美しい絵で紹介

480 動物モグ図鑑　みんな何食べてる？ 松原　卓二写真・文 小学館 動物が食べたり飲んだりしているかわいい姿の写真集

480 ざんねんないきもの事典　おもしろい！進化のふしぎ　正 今泉　忠明 高橋書店
「クジャクの羽は長すぎてじゃま」など、進化の結果「残念」になった

いきものたち

486 くらべてわかる昆虫　識別ポイントで見分ける 永幡　嘉之文・写真 山と溪谷社 昆虫の基本種約750種について、識別ポイントを解説

487 びっくり！マグロ大百科　（世の中への扉　生物）
葛西臨海水族園クロ

マグロ飼育チーム
講談社 世界ではじめてクロマグロの群泳展示に成功した水族館

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 野鳥約300種類を、姿形のよく似た仲間ごとに紹介

498 はじめての食品成分表　使い方からやさしくガイド　第2版 女子栄養大学栄養クリニック編 女子栄養大学出版部 日本食品標準成分表2015年版のデータを簡略化

498 未来のために学ぶ四大公害病 岩崎書店 水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病、四日市ぜんそく

502 企業内職人図鑑　私たちがつくっています。　12　印刷・製本 同友館 浮世絵版画、活版印刷、和製本などの技術

502 子どもに伝えたい和の技術　1　寿司　2　和紙　5　あかり　6　和楽器 文溪堂 日本のさまざまな「技術」を写真満載で紹介

507 よみがえれアイボ　ロボット犬の命をつなげ 今西　乃子 金の星社　 「アイボ」の修理に取り組む技術者たち

521 日本の名城解剖図鑑　城のカタチに心ひかれる仕組みを探る 米澤　貴紀 エクスナレッジ 城はなぜそうなっているのか？　お城の魅力を完全図解

538 宇宙を仕事にしよう！　（14歳の世渡り術） 村沢　譲 河出書房新社　 夢を持ったきっかけ、どんな勉強をしてきたのか

590 正しい目玉焼きの作り方　（14歳の世渡り術） 河出書房新社　 「洗濯・料理・片付け・掃除・裁縫」など家事の基本

596 夢をかなえるノンシュガーパフェ　ヘルシーでかんたんな魔法のデザート 今井　洋子 主婦の友インフォス 基本はまぜて冷やすだけ！　体に優しい素材で作るパフェ

596 ホットケーキミックスなら簡単！300レシピ　 主婦の友社 ホットケーキ、蒸しパン、どら焼き…

596 部活弁当　 山口　美佐 地球丸 運動部の中高生の身体作りに役立つレシピ

596 おやつ教本 坂田　阿希子 東京書籍 レシピ・道具・材料など、おいしく作る基本.

653 くらべてわかる木の葉っぱ　 林　将之写真・文 山と溪谷社 日本で見られるおもな木の葉っぱ約550種類

686 ローカル鉄道の解剖図鑑　 岩間　昌子 エクスナレッジ ローカル鉄道各路線の魅力を完全図解

686 東京の鉄道名所さんぽ100　 松本　典久 成美堂出版 東京駅、渋谷トンネル、多摩川橋梁など、都内の鉄道名所

706 東京のちいさな美術館・博物館・文学館　 増山　かおり エクスナレッジ こだわりの美術館、専門分野の博物館、文学館など、

754 折り紙学　起源から現代アートまで 西川　誠司 今人舎 日本と世界の折り紙の歴史、さまざまな表現方法と作品

754 写真解説でよくわかる！ハンドメイドのポップアップカード 鈴木　孝美 ブティック社　
プレゼント、お祝い、クリスマス…などに活躍する手作りのポップアッ

プカード

754 使える！かわいい！折り紙ZAKKA　 岡田　郁子 ブティック社　 身の回りの紙を活かした折り紙作品73点

757 色で巡る日本と世界　くらしの色・春夏秋冬 色彩文化研究会 青幻舎 四季折々の自然や身近な行事にまつわる「色」の秘密や謎

759 からくり 安田　真紀子 文溪堂 からくりおもちゃをカラー写真で紹介

759 人形 是澤　博昭 文溪堂 世界と日本のさまざまな人形、人形遊び、ひな人形作りなど

764 部活でもっとステップアップ吹奏楽上達のコツ50　 メイツ出版　

767 部活でもっとステップアップ合唱のコツ50　 メイツ出版

772 偕成社
伝統芸能が楽しく見られる基礎知識と、舞台裏で働く人たちの仕事ぶり

を解説

780 競技の基本と練習メニュー

780 ゴマブックス メダリストたちの名言。その裏にかくされた思いとドラマ

781 縄文人から「新縄人」・ロープスキッパーへのなわとび学 稲葉　茂勝 今人舎 なわとびの歴史。現代のなわとび競技・ロープスキッピング

788 大相撲の解剖図鑑　大相撲の魅力と見かたを徹底図解 エクスナレッジ 大相撲の全て。歴代横綱や優勝力士などの資料編付き。

798 おはじき 東京おもちゃ美術館 文溪堂 日本と世界のおはじきの遊び方・歴史

798 あやとり学　起源から世界のあやとり・とり方まで 野口　廣 今人舎 世界の地域ごとのあやとりの特徴

リオデジャネイロ・オリンピック勇気を与えてくれるメダリストの言葉

　　　　５　技術・工業　　５９　家庭　　６　産業

　　　　７　芸術・スポーツ　　

今すぐ取り入れたい練習のヒントや、本番で力を発

揮するための秘訣

みるみる上達！スポーツ練習メニュー　　1 野球　2 サッカー　3 バレーボール

4 バスケットボール 5 卓球　6 テニス・ソフトテニス　7 水泳　8 陸上競技

日本の伝統芸能を楽しむ
　1　歌舞伎 　2　能・狂言 　3　落語・寄席芸　 　4　文楽
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807 イ 日本語あそび学　平安時代から現代までのいろいろな言葉あそび 稲葉　茂勝 今人舎 言葉あそびの種類やつくり方をイラストで解説。

809 マ 聞く力、話す力　インタビュー術入門　（14歳の世渡り術） 松原　耕二 河出書房新社　 1000人以上にインタビューしてきた名キャスター

811 エ 知るほどに深くなる漢字のツボ 円満字　二郎 青春出版社 漢字に関する疑問を、入門編～発展編に分けて解説

837 セ 中学英語で日本を紹介する本　　（14歳の世渡り術） デイビッド・セイン 河出書房新社 中学で習う単語や文法を活用した英会話

910 コ 声に出して楽しもう古典の世界　1　古文に親しもう 金の星社 「竹取物語」「枕草子」「平家物語」など

910 コ 声に出して楽しもう古典の世界　2　漢文に親しもう 金の星社 漢詩、故事成語、「論語」など

913 ア 水沢文具店　あなただけの物語つづります 安澄　加奈 ポプラ文庫　
ペンとノートを買うと、店主がオリジナルの小説を書いて

くれる。

913 ア 招待状 赤川　次郎 光文社文庫　
赤川次郎のファンクラブ会誌掲載のショートショートを集

成

913 オ ツバキ文具店 小川　糸 幻冬舎
大切な人ヘの手紙を代筆する「代書屋」を祖母から引き継

いだ鳩子。紙や筆記具にもこだわって、心を込めて書く素

敵な手紙。

913 コ くるくるコンパス 越谷　オサム ポプラ文庫　
さえない将棋部男子3人は、修学旅行の班行動を抜け出し

て…

913 コ ぼくのとなりにきみ 小嶋　陽太郎 ポプラ社
中1男子サクとハセが町の古墳冒険で拾った謎の暗号と

は？

913 シ 僕は上手にしゃべれない 椎野　直弥 ポプラ社
吃音の悩みをかかえた悠太が、先輩や同級生に励まされて

…。

913 タ 響け！ユーフォニアム　1～3 武田　綾乃 宝島社文庫
かつては強豪校だった北宇治高校吹奏楽部。新任顧問滝の

厳しい指導で、生徒たちは着実に力をつけていき…。

913 タ 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 宝島社文庫 青春エンタメシリーズの番外篇短編集

913 ナ 西の魔女が死んだ　　（梨木香歩作品集） 梨木　香歩 新潮社　
「西の魔女」と、短篇小説「ブラッキーの話」「冬の午

後」「かまどに小枝を」を収録

913 ヒ 狐霊の檻 廣嶋　玲子 小峰書店　
阿豪家に囚われた狐霊「あぐりこ」を逃がすため、命をか

けて立ち向かう千代

913 ヒ 謎解きはディナーのあとで　2、３ 東川　篤哉 小学館 令嬢刑事麗子と風祭警部の謎解き

913 ホ 活版印刷三日月堂　1・2　 ほしお　さなえ ポプラ文庫　
昔ながらの活版印刷をする三日月堂。活字と言葉の温かみ

でいやされる。

913 ミ 図書館ホスピタル 三萩　せんや 河出書房新社 悦子がおばから紹介された図書館の仕事は…

913 ゴ 5分後に思わず涙。　青い星の小さな出来事 桃戸　ハル編著 学研プラス 涙に彩られた、30の人生と物語

913 モ 5秒後に意外な結末　ミノタウロスの青い迷宮 桃戸　ハル編著 学研プラス ブラックユーモア、風刺、恐怖、笑い…。

913 ヤ 明日のひこうき雲 八束　澄子 ポプラ社　 14歳の遊の、家族、恋、友情

914 ミ 山猫珈琲　上・下 湊　かなえ 双葉社
デビューから10年分のエッセイ。著者の好きな「山」

「猫」「珈琲」の話がいっぱい！

918 チ あすなろ書房
日本文学の名作から、「いのち」「家族」「こころ」な

ど、10のテーマで集めたアンソロジー集

932 ソ
ハリー・ポッターと呪いの子　第一部・第二部
スペシャルリハーサルエディションスクリプト

J．K．ローリング 静山社　
「死の秘宝」での戦いから19年。ハリーとその次男アル

バスは、ある不快な真実を知ることに…。

933 ペ 神々と戦士たち　4　聖なるワニの棺 ミシェル・ペイヴァー あすなろ書房 ギリシアを舞台にした歴史冒険ファンタジー

933 ロ 吟遊詩人ビードルの物語 J．K．ローリング 静山社　
「ハリー・ポッター」に登場する魔法界の童話集。イラス

ト入りの新装版。

933 ロ クィディッチ今昔 J．K．ローリング 静山社　
ホグワーツ魔法魔術学校図書館の蔵書。イラスト入りの新

装版。

933 ロ 幻の動物とその生息地 J．K．ローリング 静山社　
ホグワーツ魔法魔術学校の指定教科書。イラスト入りの新

装版。

943 エ 魔法の学校　エンデのメルヒェン集 ミヒャエル・エンデ 岩波少年文庫　 ユーモアと風刺に満ちた、10の物語を収録

E ヨ りんごかもしれない ブロンズ新社 ひとつのりんごから始まる、発想えほん。

E ヨ ぼくのニセモノをつくるには ブロンズ新社 自分のニセモノをつくるために自分を知る

726 ヨ あるかしら書店 ポプラ社 「こんな本、あったらいいな」が詰まった妄想書店

　　　　　８　　言語

　　　　９　文学　　　　９１０　日本文学　　　９１３　日本の小説　　９２０～　外国文学　　Ｅ　　えほん

中学生までに読んでおきたい日本文学　1～10

ヨシタケ　シンスケ
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