
 

                              

 

 

 

 

                               

 

 

   

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

書　　名 著者名 出版者 内　容

913 ア 神様の御用人　7 浅葉　なつ
メディアワー

クス文庫

朝になると記憶を失ってしまう月読命の御用のため走り回る良彦。古事記に

ほとんど登場しない神々の秘密とは？

913 イ MM 市川　拓司 小学館
脚本家になる夢を持つジロは、クラスの女王的存在のモモから彼女の伝記を

書くことを頼まれて…映画のような青春物語

913 ク セカイの空がみえるまち 工藤　純子 講談社
行方不明の父を捜す少女、自分の母親が誰か知らない少年…“東京コリアン

タウン”の温かさに包まれて成長する中学生たち

913 コ ぼくらはその日まで 小嶋　陽太郎 ポプラ社
夏休み、サク・ハセ・チカの3人組はハセの親戚の家で合宿。ハセはそこで,

年上の桐子と運命の出会いをする。

913 シ 青空エール　映画ノベライズ 下川　香苗
集英社オレンジ

文庫

野球応援の吹奏楽にあこがれて、吹奏楽の名門高校に入学したつばさ。野球

部の大介との約束を支えに毎日練習にはげむ。

913 ソ
ぼくらのロストワールド
　（「ぼくら」シリーズ　24）

宗田　理 ポプラ社
安永の妹や純子の弟が通う中学に、「修学旅行を中止しなければ自殺する」

という脅迫電話がかかってくる。

913 ツ かがみの孤城 辻村　深月 ポプラ社
部屋に閉じこもっていたこころの目の前で光り始めた鏡。鏡の向こうの世界

には、似た境遇の7人がいた。

913 ヒ ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野　圭吾
KADOKAW

A

不良の若者たちが忍び込んだ雑貨店。長い間空き家だった店の郵便受けに悩

み相談の手紙が次々と投げ入れられるが…。

913 ヒ 雨ふる本屋

913 ヒ 雨ふる本屋の雨ふらし

913 ヒ 雨ふる本屋とうずまき天気

913 ヒ 青の王 廣嶋　玲子 東京創元社
砂漠にあり、魔族に守られている都ナルマーン。孤児の少年ハルーンは、塔

に閉じ込められた不思議な少女を助け出するが…。

913 ヒ 半妖の子　（妖怪の子預かります　4） 廣嶋　玲子 創元推理文庫
妖怪の子預かり屋の弥助に、化けいたちが預けに来た女の子・みお。お面を

つけ、自分のカラに閉じこもっていたが…

913 フ 香菜とななつの秘密 福田　隆浩 講談社
引っ込み思案で話すことが苦手な香菜が、“聞き上手”と“観察眼”を武器

に、クラスメートと一緒に様々な謎を解決。

913 ホ 気まぐれ指数　 改版 星　新一 新潮文庫
ビックリ箱作りのアイデアマン黒田は、ふとした気まぐれから完全犯罪を計

画し仏像窃盗に乗り出すが…。

913 ヨ ナイスキャッチ！　　1・２ 横沢　彰 新日本出版社
美術部のこころは、スケッチ中に飛んできたホームランボールをキャッチし

たことから、野球部に勧誘されてキャッチャーに…

918 ホ きまぐれ星からの伝言 星　新一 徳間書店
生誕90周年記念。単行本未収録エッセイ、クリエーターによる星作品解説、

翻訳作品、インタビュー、対談など。

933 サ
サーティーナイン・クルーズ　24
  ケイヒル絶体絶命

933 サ
サーティーナイン・クルーズ　25
  たとえ命つきるとも

933 シ ガラスの封筒と海と
アレックス・

　シアラー
求龍堂

船乗りの父を海で失ったトムは、手紙をビンに入れて海に投げ、返事を待ち

続ける。ある日海から返事が届き、奇跡が…

933 バ
ペンダーウィックの四姉妹
 3　海べの音楽

ジーン・

　バーズオール
小峰書店

夏の2週間、父さんや姉ロザリンドと離れて、クレアおばさんと海べの家で

過ごす妹たち。いろいろな騒動と素敵な出会い…。

949 テ ハリネズミの願い
トーン・

　テレヘン
新潮社

自分のハリが大嫌いで、つきあいが苦手。臆病で気難しい孤独なハリネズミ

に友達はできるのか？　本屋大賞翻訳小説部門受賞！

933 ト
933 ロ
933 ロ
953 ル
983 チ

百万ポンド紙幣　マーク・トウェインショートセレクション
人気絵本作家

ヨシタケシンスケの

表紙・イラスト。

楽しく読める短編集。

二番がいちばん　ロレンス　ショートセレクション
世界が若かったころ　ジャック・ロンドン　ショートセレクション

怪盗ルパン謎の旅行者　ルブラン　ショートセレクション

大きなかぶ　　　チェーホフ　ショートセレクション

理論社

分類

日向　理恵子 童心社
誰かが忘れてしまった夢や、「おしまい」の文字を書かずに途中になってし

まった物語に、雨をかけてできあがる「雨ふる本」の不思議な本屋にやって

来たルウ子と妹サラの冒険。

ゴードン・

　コーマン

KADOKAW

A

不慮の事故で致死量の秘薬を飲んでしまっだエイミー。解毒剤が完成しなけ

ればあと数日の命…。ダンは、解毒剤の原材料の最後のひとつを探す。
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新着図書リスト（文学以外）は、ウラ面にあります。 

 

新着図書の棚に展示しています。見つからないときは司書に聞いてください。 

★行方不明の本 〈続報〉 

＊蔵書点検で行方不明だった本の内、数冊が無事に返ってき

ました。貸出手続きのパソコン処理ミスだったようです。 

引き続き、下記の本の行方を探しています。第七中図書館

の本を見つけたら、カウンターまでとどけてください。 

『若冲のまいごの象』 『都会のトム＆ソーヤ 13』 

『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々 3』 

  『春と修羅』『さすらい猫ノアの伝説 2』『死体ばんざい』ほか 

 

※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。 

新着図書リスト 〈文学〉   
 

10 月は、季節はずれの台風が相次いで来て、 

その翌日には「木枯らし 1 号」も吹き、急に秋が 

深まってきました。秋晴れの日に行われた合唱祭では 

みなさんの力強い素敵な歌声に感動しました。 

みんなで思い切り歌った思い出をたいせつに・・・ 

（司書・森） 

 

＊夏休みまでに借りた本を返してない人に督促状（とくそ

くじょう）を発行しましたが、ほとんどの人は返却が終わ

りました。まだの人はすぐに返してください。 

＊ふだんの貸出期間は２週間です。本に貼った期限票に

返却日をスタンプしているので、必ず確かめましょう。 

☆ゴールドカード（個人貸出カード）とは？ 

ポイントカードにスタンプをためると、ゴールドカードが 

発行され、貸出冊数も４冊にふえます。ポイントのため方な

ど、くわしいことを知りたい人はカウンターまで。 



 

分類 書　　名 著者名 出版者 内　容

007 大人を黙らせるインターネットの歩き方 小木曽　健
ちくまプリ

マー新書

個人情報、ネットいじめ…大人たちの心配を吹っ飛ばす、無敵の

ネットとのつき合い方

017 読みたい心に火をつけろ！　学校図書館大活用術 木下　通子
岩波ジュニ

ア新書

高校の学校司書が、たくさんのエピソードを織り込んで、学校図書

館のあれこれを紹介。

019 学校図書館の司書が選ぶ小中高生におすすめの本300 何を読む？ピッタリの一冊が見つかるブックガイド

031 異名・ニックネーム辞典
杉村　喜光編

著
三省堂

動植物の名前から人名・地名まで、「もう一つのネーミング」の意

味や由来などを説明。

070 新聞力　できる人はこう読んでいる 齋藤　孝
ちくまプリ

マー新書

新聞を読むことで身につく力、効果的な新聞の読み方、活用のしか

たなど

070 人間はだまされる　フェイクニュースを見分けるには 三浦　準司 理論社 賢い情報受信者、発信者になるために

114 死ってなんだろう。死はすべての終わりなの？　（10代の哲学さんぽ　7）

フランソワーズ・ダ

ステュール
岩崎書店

どうして人は死ぬの？　「死」のさまざまな側面が見えてくる、哲

学者たちの考えを紹介。

140 思わず他人（ひと）に試したくなる心理テスト 中嶋　真澄 PHP研究所 読んで楽しいストーリーで、ホンネや性格がわかる心理テスト

148 はじめての心の星うらない 関口　シュン
かもがわ出

版

生まれたときの太陽、月、金星、火星、水星と12星座の位置で性

格や人生をうらなう

150 人がいじわるをする理由はなに？（10代の哲学さんぽ）
ドゥニ・カン

ブシュネ
岩崎書店

日常的に見られる「いじわる」。人がいじわるをする理由を、哲学

者たちの言葉から考える。

160 宗教ってなんだろう？　（中学生の質問箱） 島薗　進 平凡社 なぜ宗教はあるの？　宗教はほんとうに人を救うの？

209 日本史＆世界史ビジュアル歴史年表 カルチャーランド メイツ出版 同時代に日本と他の地域で何が起こったのかを比べられる

210 歴史を味方にしよう 童門　冬二 PHP研究所
歴史を学ぶと、自分がどう生きていくか、そのための手がかりや足

がかりを学ぶことができる。

210 知らなかった、ぼくらの戦争
アーサー・ビ

ナード編著
小学館

もと「敵国」から来日し日本語で詩作する詩人がラジオ番組で紹介

した、23名の戦争体験談

227
14歳からのパレスチナ問題　これだけは知っておきたいパレ

スチナ・イスラエルの120年
奈良本　英佑 合同出版

ユダヤ教・キリスト教・イスラム教の三大宗教の聖地パレスチナ。

120年の歴史を検証。

289 ひらけ蘭学のとびら 鳴海　風 岩崎書店 『解体新書』をつくった杉田玄白と蘭方医たち

304 世界がもし100人の村だったら　お金篇 たった1人の大金持ちと50人の貧しい村人たち

367 高文研
未成年の子どもをめぐる学校・家庭・バイトなどの困りごと36の

質問に弁護士が答える。

375 中学一冊目の参考書　行きたい高校に行くための勉強法がわかる 船登　惟希 KADOKAWA 高校入試にもつながる効率的な勉強法を、ストーリー形式で紹介。

376 中学生になったら 宮下　聡 岩波ジュニア新書
36年間中学生と共に生きてきた著者が、学校生活、学ぶことの意

味などについてアドバイス

388 妖精大百科 水木　しげる
小学館クリエイ

ティブ

世界各地の妖精・精霊をイラストで紹介し、種類や性格、変身など

様々な面から解説。

406 国立科学博物館のひみつ　地球館探検編 成毛　眞 ブックマン社 見どころがいっぱいの、公認ガイドブック第２弾。

410 13歳からの算数・数学が得意になるコツ 小野田　博一
PHPエディター

ズ・グループ

「数学好きになるための方法」と「好きになった人が高速で数学が

得意になる方法」

443 星のきほん　ゆかいなイラストですっきりわかる 駒井　仁南子 誠文堂新光社 星座は誰が考えたの？　星はなぜ光っているの？

443
よむプラネタリウム春の星空案内、秋の星空案内、

冬の星空案内

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

451 雪と氷の図鑑
武田　康男

文・写真
草思社

霜の花、ダイヤモンドダスト、樹氷…氷・雪の世界の科学を美しい

写真で紹介する。

480 高橋書店
進化の結果、なぜかちょっと残念な感じになってしまった生き物た

ち

488 日本のかわいい小鳥
日本のかわいい小鳥を、オールカラーで紹介。泣き声、出会える場

所、上手に撮る方法も紹介。

488 カラスの教科書 松原　始 講談社文庫
身近な所にいつもいるけれど嫌われがちなカラスの基礎知識からQ

＆Aまで

491 面白くて眠れなくなる解剖学 坂井　建雄 PHP研究所 自分の体の中がどうなっているのか、解剖学で解説

493 犬が来る病院　命に向き合う子どもたちが教えてくれたこと 大塚　敦子 KADOKAWA 小児病棟にセラピー犬の訪問を受け入れた聖路加国際病院

498 好きなものだけ食べてなぜ悪い？ 可野　倫子 芽ばえ社

498 寝ないとドジるよ、アブナイよ！ 神山　潤 芽ばえ社

498 保健師・養護教諭になるには ぺりかん社 仕事、生活と収入、適性や心構え、資格

501 空から宝ものが降ってきた！　雪の力で未来をひらく 伊藤　親臣 旬報社
雪冷房の学校、お米を貯蔵する雪冷蔵倉庫など、雪を生かす取り組

み

589 ゲームクリエイターの仕事 蛭田　健司 翔泳社
ゲーム業界の基礎知識、ゲームクリエイターの種類、ゲーム開発の

流れなど。

596 ひんやりデザートBEST200 枻出版社 ゼリー、プリン、ムースなど

645
イヌ・ネコペットのためのQ＆A　イヌ・ネコからウサ

ギ・ハムスター・インコ・カメ・フェレットまで

動物臨床医学

研究所編著

パイインターナ

ショナル

獣医師のもとに寄せられた、ペットに関する649の悩みに答え

る。

645 ねこの事典 今泉　忠明監修 成美堂出版 猫種から生態、文化、グッズまで

686 京王線・井の頭線　街と駅の1世紀 矢嶋　秀一
アルファベータ

ブックス
各駅と街、鉄道の歩みを写真と古地図で振り返る。

706 昭文社 個性豊かな東京＆東京近郊の美術館やミュージアム

721 もっと知りたい葛飾北斎 永田　生慈監修

723 もっと知りたいフェルメール　改訂版 小林　頼子

723 名画に教わる名画の見かた 早坂　優子
視覚デザイン研究

所
9項目のテーマで、名画の見かたや時代背景などを紹介

725 ○△□で描く色鉛筆カフェ 漆間　順子 日貿出版社
カップ、スイーツなどのモチーフを○△□に分類し、描き方を解

説。

725 ゆるスケッチ　ノート・日記・手帳が楽しくなる
corekiyo

　スギタメグ
インプレス ノートや手帳を可愛くいろどる、ゆるスケッチ

726 水木サンと妖怪たち　見えないけれど、そこにいる 水木　しげる 筑摩書房
世界の妖怪に出会うために旅してまわった90年代の、単行本未収

録エッセイと対談。

726 様々なシーンでの食べ物、　ヘアカタログ

726 マンガキャラの着こなし例

731 手作りスタンプのアイデア帖 主婦と生活社 身近にあるものを使って簡単に作れるスタンプ

774 やさしい歌舞伎　一生モノの基礎知識
歌舞伎特有の決まりごとや歌舞伎観劇に必要なことを、マンガを交

えて紹介。

796 おもしろいほどよくわかる羽生善治の将棋入門　 羽生　善治監修 主婦の友社 駒の動かし方から実際の指し方まで、

813 漢検四字熟語辞典　第2版
日本漢字能力

検定協会編

日本漢字能

力検定協会

熟語4000語の意味、故事成語の出典・由来を説明し、「漢検」検

定級も示す。

818 三省堂
標準語と同形だが意味は全く異なる、誤解されやすい「方言」

181項目掲載。

818 方言萌え！？　ヴァーチャル方言を読み解く 田中　ゆかり
岩波ジュニ

ア新書

SNSやゲームで方言を演出的に使う「ヴァーチャル方言」が、「リ

アル方言」にも影響を…

どうなってるんだろう？子どもの法律　一人で悩まないで！

マンガキャラの服装カタログ　男子編・女子編

マンガキャラの食べ物資料集、マンガキャラの髪型資料集

東京美術館案内　名画と出会えるミュージアムガイド

廣済堂出版

誤解されやすい方言小辞典　東京のきつねが大阪でたぬきにばける

　　　０　総記　図書　情報　　　　１　哲学・宗教　　

　　　２　歴史・地理　　　　３　社会科学

　　　４　自然科学　　　５　技術・工業　　　６　産業

　　　７　芸術　　　８　言語

千駄キャサリン執筆、白川蟻んマン

ガ　　朝日新聞出版

学校図書館スタンプラリー実行委員会

ざんねんないきもの事典　続           　   おもしろい！進化のふしぎ

鳥くん監修　　エムディエヌ

コーポレーション

　自分で考え自分で決めるからだ・食事・睡眠シリーズ

アート・ビギナーズ・コレクション 生涯と作品

池田　香代子著，C．ダグラス・ラミス

対訳　　　　マガジンハウス

東京美術

 

 

 

 

新着図書リスト 〈文学以外〉   
 

＊調布の名誉市民

水木しげるさん

の本 2 冊。 

＊11 月 30 日は

「ゲゲゲ忌」です。 


