
                               

  

  

 

                               

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

913 ア 幸せを呼ぶ物語、つづります。水沢文具店 安澄　加奈
ポプラ文庫

ピュアフル

「店主に話を書いてもらうと悩みが解決する」という『水沢

文具店』続編。

913 ア よろず占い処陰陽屋開店休業 天野　頌子
ポプラ文庫

ピュアフル

妖狐高校生瞬太の前に、実の母親を名乗る2人の女妖狐が現

れて…

913 ス さよなら、田中さん 鈴木　るりか 小学館
今話題の中学生作家のデビュー作。素晴らしい語彙力・文章

力！

913 タ 風町通信 竹下　文子
ポプラ文庫

ピュアフル

「風町」と呼ばれる架空の町を舞台とする、ちょっと不思議

なファンタジー短編集。

913 ハ 襷（たすき）を我が手に 蓮見　恭子 光文社
オリンピックを目指していたが所属チーム休部で道を絶たれ

た朱里。女子大駅伝部の監督として新たな道へ。

913 ハ
都会（まち）のトム＆ソーヤ
　15　エアポケット

はやみね　かおる 講談社
定期テストが終わってのんびりした雰囲気の中学校に、2人

の教育実習生が…

913 ヒ ひとりぼっちの教室 （YA！アンソロジー） 小林　深雪ほか 講談社
ひとりぼっちの「今」を生きる主人公たちを４人の作家が描

く。

913 ム コンビニたそがれ堂 小鳥の手紙 　村山　早紀
ポプラ文庫

ピュアフル

大切な探しものが見つかる、不思議なコンビニたそがれ堂の

物語第7弾。『百貨の魔法』番外編も収録。

913 ム はるかな空の東 　村山　早紀
ポプラ文庫

ピュアフル

「千年の歌姫」の宿命を持つ少女の、切なく壮絶な戦いを描

く異世界ファンタジー。

913 モ 南風（みなみ）吹く 　森谷　明子 光文社
瀬戸内海の島の高校生航太は、ひょんなことから俳句甲子園

出場のメンバー探しを手伝うことになり…

914 ウ
物語と歩いてきた道
 インタビュー・スピーチ＆エッセイ集

上橋　菜穂子 偕成社

インタビュー・スピーチ・エッセイと、約700冊のブック

リストから、壮大な物語を描いてきた上橋さんの道のりをた

どる。

933 キ ボトルクリーク絶体絶命
ワット・キー著

橋本　恵訳
あすなろ書房

ハウスボートで、リバーガイドの父と暮らす少年コート。あ

る日100年に一度の巨大ハリケーンが直撃…

933 ラ オオカミを森へ
キャサリン・ランデル

作，原田勝訳
小峰書店

ロシアの森深く、母と狼たちと暮らすフェオ。乱暴な将軍に

突然連れ去られた母を助けるため、冒険の旅へ。

933 パ タイガー・ボーイ
ミタリ・パーキンス作

永瀬比奈訳
鈴木出版

成績優秀でインドの大都会の中学校に進むことを期待されて

いるが、生まれ育った島からは離れたくないニール

E ス すごいね！みんなの通学路
ローズマリー・マカー

ニー文，西田　佳子訳
西村書店

自然災害や、川の急流、険しい山道にも負けず、元気に学校

に通う子どもたちの姿

　　　　　　　９　　文　　学　　　　　　９１　　日本文学　　　　　９３　　アメリカ・イギリス文学

 

 

 

 

 

平成３０（201８）年 5 月３１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 ＊ 

     201８年度 第２号 

お待たせしました！ 新しい本の第１弾が入りました。新着本の棚に

展示しています。本が見つからないときは、司書に聞いてください。 

探している本が貸出中の場合は、予約ができます。 

 
新着図書リスト 〈文  学〉  
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入学・進級してから新しいクラスで取り組ん

できた１学期最大の行事である体育祭が無

事に終わり、本をゆっくり読む時間もできた

でしょうか？ アジサイの花が日に日に色

濃くなり、梅雨が近づいていることを感じる

この頃です。体調には気をつけましょう。 

☆今年度第１回のゴールドカードを発行しました。 

入学してからの貸出冊数合計３０冊以上 →ゴールドカード （4 冊貸出） 

100 冊以上 →ラッキーカード （5 冊貸出） 

今回ゴールドカードを獲得したのは、２年生 14 人、３年生５人。 

ラッキーカードを獲得したのは３年生４人でした。貸出・返却の時に図書館  

カウンターで渡しています。 今後も月に１回程度発行予定です。 

※今までに発行したゴールドカードも、卒業までそのまま使えます。 

 貸出冊数合計によってランクアップもあります。   

 

 

 



 

書　　名 著　　者 出版者

メイツ出版　 予定だけではなく、成長記録と夢の実現に活用

写真で伝える仕事　世界の子どもたちと向き合って 安田　菜津紀 日本写真企画
世界の貧困・難民問題や東日本大震災を取材するフォト

ジャーナリスト

机の前に貼る一行
ひきた　よしあき

杉浦　範茂/絵
朝日学生新聞社

小説や童話などから選んだ81の言葉を紹介し、その言葉につ

いて考える。

漫画君たちはどう生きるか
吉野　源三郎/原作

羽賀　翔一/漫画
マガジンハウス

人間としてあるべき姿を求め続けるコペル君。子ども向け哲

学の名著を漫画化。

エリア別だから流れがつながる世界史 かみゆ歴史編集部 朝日新聞出版
近現代の世界史をエリア別に構成し、地図・年表・写真など

で立体的に解説。

ぼくの村は壁で囲まれた　パレスチナに生きる子

どもたち
高橋　真樹 現代書館

パレスチナ問題を、現地に暮らす子どもたちの視点からわか

りやすく伝える入門書。

名字でわかるあなたのルーツ 森岡　浩 小学館 約2500の名字のルーツと、ルーツを探す方法

地形を感じる駅名の秘密　東京周辺 内田　宗治 実業之日本社
「山・丘・谷・坂」などの付く駅名と実際の地形との関連、

ＪＲと私鉄の違いなど

ユニプラン 東京の人気スポット241件をエリア別に紹介

ヒロシマのいのち 指田　和 文研出版 著者が直接取材した7人の生の声を伝える。

学研プラス 使いやすい工夫やさまざまな知恵を紹介。

光をくれた犬たち　盲導犬の一生 今西　乃子 金の星社
パピーウォーカー、訓練士から、引退犬を引き取るボラン

ティアまで、盲導犬との絆の物語。

ぼくらがつくった学校　大槌の子どもたちが夢見た復

興のシンボル
ささき　あり 佼成出版社　

津波を体験した子どもたちが、学校の再建を考える授業で生

きる意味を見いだし、成長していく

文学部　（なるにはBOOKS　大学学部調べ） 戸田　恭子 ぺりかん社 文学部で学ぶことや進路などを、取材をもとに説明

カレーの教科書　（調べる学習百科） 岩崎書店　 カレーのすべてを、写真やイラストで紹介

世界食べものマップ
ジュリア・マレルバ/絵

と文
河出書房新社

世界6大陸、39の国の名物料理や食材、人々の食生活など

を、可愛いイラストで紹介

淡交社 和服・伝統芸能にまつわる名前を日本語と英語で紹介

世界に通じるマナーとコミュニケーション
横手　尚子

横山　カズ

岩波ジュニア新

書

敬語の使い方、心をつなぐ英語表現など、国際化時代に必要

なマナーの基本

カッコいい資格図鑑　絶対取るべき400種 主婦の友社 取得するとカッコいい資格をビジュアル化して紹介

助産師になるには ぺりかん社　 助産師のなり方から心構えまでを詳しく解説

医療・福祉の仕事見る知るシリーズ　（保育社）

やさしい科学者のことばと論語 藤嶋　昭 朝日学生新聞社 代表的な科学者の名言と、論語の名言をまとめる。

大人もおどろく「夏休み子ども科学電話相談」 NHKラジオセンター SBクリエイティブ　 子どもたちからの難問奇問に専門家が答える。

14歳からの天文学 福江　純 日本評論社 SF、アニメに脱線しながら、天文・宇宙の世界へ。

海は生きている 富山　和子 講談社青い鳥文庫 陸に生きる私たちと海との関係を見つめなおす。

誠文堂新光社　 ヒトの住めない極限の世界を生き抜く生き物たち

菌類の世界　（子供の科学★サイエンスブックス） 細矢　剛 誠文堂新光社 きのこ・カビ・酵母などの「真菌類」

世界は変形菌でいっぱいだ 増井　真那 朝日出版社
16歳の著者が、変形菌を飼育・観察してきた10年間の体験

を語る。

生きた化石摩訶ふしぎ図鑑 日本最古参の哺乳類・ニホンヤマネなど

巨大生物摩訶ふしぎ図鑑 さまざまな巨大生物を、カラーイラストで紹介

その道のプロに聞くふつうじゃない生きものの見
つけかた

松橋　利光 大和書房
生きものカメラマン、水族館学芸員、アクティブレンジャー

など、生きもののプロがくわしく解説。

宝島社　 最新科学で深海生物のミステリーに迫る。

メイツ出版　
ツシマヤマネコ、コウノトリ、オオサンショウウオなど56種

のくらしを写真とともに紹介

ゲッチョ先生の昆虫と自然の描き方教室 盛口　満/絵・文 ナツメ社 画材の選び方、スケッチ、より美しく魅せるための技法

わたしのクマ研究 小池　伸介 さ・え・ら書房 ツキノワグマの生態調査・研究をわかりやすく紹介

はかりきれない世界の単位
米澤　敬

日下　明/イラスト
創元社

日光のなかに浮遊するチリの量の単位「トラサレーヌ」な

ど、ちょっとおかしな単位50種

落ち葉のふしぎ博物館
 ゲッチョ先生の落ち葉コレクション

盛口　満/文・絵 少年写真新聞社
葉の大きさ・形・色づきの違い、落ち葉に集まる虫たち、ド

ングリなど、イラストで解説。

PHP研究所 美術館のオモテ・ウラを、写真やイラストで紹介

JOAオリンピック小事典 メディアパル オリンピックの起源、歴史、競技・種目、選手たち

10か国語でニッポン紹介　国際交流を応援する本

１～５
パトリック・ハーラ

ン/英語指導
岩崎書店

英語、フランス語、中国語、韓国語など10の言語で、日本の

自然・暮らし・文化を紹介

大人になって困らない語彙力の鍛えかた
 （14歳の世渡り術）

今野　真二 河出書房新社
「ゆかいに楽しく語彙力をつけて、毎日の言語生活を、楽しく感性豊

かなもの、そして思慮深いものに」

13歳から身につける一生モノの文章術 近藤　勝重 大和出版
作文、入試問題、レポート、メール…考えたことをどう文字

化するか？

780

801

814

816

486

489

609

653

706 美術館のひみつ　展覧会の準備・開催から学芸員の仕事まで

480

481

481 ディープオーシャン深海生物の世界（NHKスペシャル）

482 みんなが知りたい！日本の「絶滅危惧」動物がわかる本

480

職

業 社会福祉士の一日、管理栄養士の一日、作業療法士の一日、歯科衛生士の一日、

柔道整復師の一日、保健師の一日、理学療法士の一日、臨床検査技師の一日

　　　　　　　４　　自然科学　　　　６　　産業　　　　７　　芸術・スポーツ　　　８　　言語

402

404

440

452

460 極限の世界にすむ生き物たち（子供の科学★サイエンスブックス）

474

473

376

383

383

383 英訳付きニッポンの名前図鑑　和服・伝統芸能

369 発見！体験！工夫がいっぱい！ユニバーサルデザイン

369

372

291

159

北村　雄一

　/絵と文
保育社　

分類

　　　　　　０　　総記　　　１　　哲学・宗教　　　２　　歴史・地理　　　３　　社会科学

002 13歳からの手帳活用術　はじめる！実力アップ習慣

070

159

209

227

288

291

385

散策＆観賞東京編　東京見学・体験スポットガイド　最新版  (20冊)

319

 

 

 

 

 

新着図書リスト 〈文学以外〉  


