
                               

  

  

 

                               

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

913 ア 文豪ストレイドッグス　１～４ 朝霧　カフカ 角川ビーンズ文庫
危険な依頼を専門とする“武装探偵社”。国木田独歩、太宰治、芥川龍

之介など、明治の文豪たちが登場するコミックの小説化。

913 イ よりみち3人修学旅行 市川　朔久子 講談社 それぞれの事情で修学旅行に参加できなかった天馬たち３人の卒業旅行

913 カ 太陽ときみの声 川端　裕人 朝日学生新聞社
サッカー部キャプテンになった一輝は、急に視力が落ちてサッカーがで

きなくなるが、“ブラインドサッカー”に出会い…。

913 コ 見上げた空は青かった 小手鞠　るい 講談社
ナチスから逃れて隠れ家に暮らすユダヤ人姉妹。東京から学童疎開中の

少年。それぞれの物語から戦争の悲惨さが伝わってくる。

913 ナ その景色をさがして 中山　聖子 PHP研究所
母親を亡くし、祖父母と暮らすトーコは、ある日、ママが行きたがって

いた場所があることを思い出す。

913 ヒ 妖怪姫、婿をとる 廣嶋　玲子 創元推理文庫 「妖怪の子預かります」シリーズ第5弾

913 ホ あの夏、二人のルカ 誉田　哲也 KADOKAWA
高２の夏に久美子が始めたガールズバンド。メンバーに加わった遥と瑠

香によってどんどんうまくなるが、不幸な事件にあい…。

913 ホ 未来のミライ 細田　守 角川文庫 2018年夏公開のアニメ映画。細田監督が書き下ろす原作小説。

913 ホ 活版印刷三日月堂　3 ほしお　さなえ ポプラ文庫
小さな活版印刷所「三日月堂」の店主・弓子は、悩みを抱えたお客の忘

れていた記憶や、言えなかった想いを活字で刷り上げる。

913 マ 疾風の女子マネ！ まはら　三桃 小学館
不純な動機から陸上部マネージャーになった咲良だが、厳しい先輩にき

たえられて成長していく。

913 ミ 江ノ島西浦写真館 三上　延 光文社文庫
写真館館主の祖母の遺品整理をしていた孫の繭は、「未渡し写真」を見

つけ、写真の謎を解いて注文主に返しに行き…。

913 モ わたしの空と五・七・五 森埜　こみち 講談社
自分に自信のなかった中1の空良。ふとした成り行きで入った文芸部で

「俳句」に出会い夢中になる。

913 ヤ つながりの蔵 椰月　美智子 KADOKAWA
小5の夏、遼子と美音は、幽霊屋敷の噂がある四葉の家で、よく遊んで

いたが、その家の蔵で不思議な出来事を体験する。

933 ア カーネーション・デイ
ジョン・デヴィッド・

アンダーソン
ほるぷ出版

突然闘病生活に入った先生の「理想の最後の日」をかなえるため、学校

をサボってお見舞いに行く3人の少年。

933 セ 凍てつく海のむこうに ルータ・セペティス 岩波書店
1945年、孤立した東プロイセンから、バルト海を経由して1万人以上

の住民を避難させる客船が沈没した悲劇を描く。

933 ピ さよなら、スパイダーマン アナベル・ピッチャー 偕成社
姉がテロの犠牲になり、父と母がおかしくなり…ばらばらになった家族

を元通りにしたいジェイミー。

933 フ ひとりじゃないよ、ぼくがいる サイモン・フレンチ 福音館書店
ふたりの少年が、いじめや家族問題などで悩みながら、それぞれ自分ら

しさを取り戻していく物語。

933 ペ 神々と戦士たち　5　最後の戦い ミシェル・ペイヴァー あすなろ書房
青銅器時代のギリシアを舞台にした冒険ファンタジーの完結編。ヒュラ

スとピラは青銅の短剣を取り戻し、妹に再会できるのか？

933 ロ ハリー・ポッター裏話 J．K．ローリング 静山社ペガサス文庫 「ハリー・ポッター」著者が創作の秘密などを語る。

E イ 大統領を動かした女性ルース・ギンズバーグ
ジョナ・ウィンター著ス

テイシー・イナースト絵
汐文社

貧しい家庭に生まれたルースはまわりの反対をおしきって大学に進学

し、弁護士になってひどい男女差別に立ち向かう。伝記絵本。

E ス わたしのせいじゃない　せきにんについて（大型版）
ひとりの男の子が泣いているが、「わたしのせいじゃないわ」「ひとり

ではとめられなかった」と、言い訳が続き…。

E レ もしぼくが本だったら
もしぼくが本だったら「この本がわたしの人生を変えた」とだれかが言

うのをきいてみたい  …本からのメッセージ

ジョゼ・ジョルジェ・レトリア文，

アンドレ・レトリア絵　　KTC中央出版

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

アーチーの12歳の誕生日に届けられた謎の小包から出てきたのは、ほ

こりまみれの古本。本と一緒に渡された巻紙によって、魔法図書館での

修行が始まる。謎解き冒険物語３部作。

レイフ・クリスチャンソン文，

ディック・ステンベリ絵　岩崎書店

933 エ
アーチー・グリーンと魔法図書館の謎、アーチー・グリーンと錬金術師の呪い、
アーチー・グリーンと伝説の魔術師　　（Ｄ．Ｄ．エヴェレスト，あすなろ書房）
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今年の夏は、観測史上最も暑かったということ

で、暑さそのものの災害、記録的豪雨、猛烈な台

風、地震…と次々に起こる異常気象と自然災害に

驚き、いつまでも記憶に残りそうです。 

さて、２学期が始まって２週間が過ぎ、ようやく

秋の気配が感じられるようになりました。新しい

本も届いているので探しに来てください。 

新着本のブックトラックに展示していますが、貸出は１８日からとします。 

見つからないときは、司書に聞いてください。 予約もできます。 

 

新着図書リスト 〈文  学〉  

今年も、夏休み中に蔵書点検を実施しました。 

蔵書点検とは、図書室に今ある本の資料バーコードを全部読み

込み、蔵書データ（現在 10,900 冊）・貸出データとつけあわ

せることによって、所蔵状態を確認する作業です。 

今回新たに行方不明と確定した本は０ゼロ冊でした！ 

貸出手続きがきちんとされているということで、七中生の図書

館利用マナーの良さに感謝します。一方、昨年行方不明だった

８冊の本は、現在も不明中なので発見を待っています。 

★返し忘れている本はありませんか？ 

夏休みまでに借りた本は、返却期限が

過ぎているのですぐに返しましょう。 

※学級文庫の本で長い間未返却の本

や、以前からの不明本もあります。 

どこかで第七中図書館の本を見つけ

たら、図書館カウンターまで届けるよ

うにおねがいします。 



 
分類 書名 著　者 出版者

007 図解でわかる14歳から知っておきたいAI インフォビジュアル研究所 太田出版 人工知能“AI”の誕生から未来まで、カラー図版でわかりやすく解説

007 10代からのプログラミング教室 矢沢　久雄 河出書房新社 プログラミングの基礎を漫画やイラストで解説。

019 13歳からの絵本ガイド　YAのための100冊 金原　瑞人監修 西村書店 作家、書店員など14人が、10代にこそ出会ってほしい絵本を紹介

159 マンガでわかる！10代に伝えたい名言集
定政　敬子文，

北谷　彩夏絵
大和書房

いま悩んでいることを目次で探すと、同じような悩みで苦しんだ偉人の

エピソードのページへ。

159 子ども超訳一生大切にしたい70の名言 根本　浩 SBクリエイティブ 偉人・有名人の名言を、異種産んで理解できる「超訳」で紹介。

167 イスラム世界やさしいQ＆A 岩永　尚子 講談社　 イスラム教の世界について正しく知るためのQ&A

185 奈良の古社寺　知っておけば3倍たのしい 淡交社　 歴史を解説し、拝観したいお堂や仏像を写真で紹介する。

209 みんなが知りたい！世界と日本の「戦争遺産」 歴史学習研究会 メイツ出版　 世界大戦の戦跡や内戦の爪痕など、戦争遺跡から平和を考える。

216 オールカラー地図と写真から見える！京の都歴史を歩く！ 川端　洋之 西東社 京都7大重大事件や、歴史の舞台などを現在の写真と地図で紹介

289 15歳のコーヒー屋さん 岩野　響 KADOKAWA
10歳でアスペルガー症候群と診断された著者が、高校に進学しない

で、１５歳のコーヒー焙煎士としてお店を出すまで。

289 西郷どんとよばれた男 原口　泉 NHK出版 大河ドラマの時代考証を担当する著者が、西郷の真実の姿を紹介する。

291 浮世絵TOKYO名所案内　 瀬谷　昌男イラスト メイツ出版 浮世絵と現代の風景を融合させたイラストで"時空さんぽ”を楽しむ。

291 東海道新幹線の車窓は、こんなに面白い！ 栗原　景・撮影 東洋経済新報社 車窓風景の中から、きれいなもの、面白いもの、不思議なもの82カ所を紹介

291 多摩ぶらり歴史探訪ウォーキング メイツ出版 古代遺跡，合戦跡、新撰組ゆかりの地など、28のウォーキングコース

291 地図で訪ねる歴史の舞台　日本　8版 帝国書院 現在の地図に、日本の歴史事項を重ねた地図帳。

307 わけがわかる中学社会 学研プラス 中学社会でよく問われる疑問112問をクイズ形式で解説。

334 ようこそ、難民！ 今泉　みね子 合同出版 2015年に100万人もの難民がやって来たドイツで起こったこと

375
やる気を出したい人成績を上げたい人

のための中学の勉強のトリセツ
梁川　由香 学研プラス 成績が上がる授業の受け方、定期テスト対策、やる気を出す方法など

376 法学部　中高生のための学部選びガイド 山下　久猛 ぺりかん社　 法学部で学ぶことやキャンパスライフ、卒業後の進路など

388 ドラゴンの飼い方 伊藤　慎吾 実業之日本社 世界の幻獣たちの生態や能力を、伝説・昔話に基づいて解説。

388 ゲゲゲの鬼太郎妖怪ファイル 水木　しげる画 講談社 超精密な妖怪大全集。エリア別日本妖怪地図も掲載。

404 わけがわかる中学理科 学研プラス 中学理科でよく問われる110の疑問をクイズ形式で解説

432 ビーカーくんのゆかいな化学実験 うえたに夫婦 誠文堂新光社 20種類以上の化学実験を実験器具キャラターが解説

442 星空がもっと好きになる 駒井　仁南子 誠文堂新光社 星の大きさや明るさ、季節ごとの星の見つけ方、星空写真の撮り方…

451 世界でいちばん素敵な雲の教室 荒木　健太郎 三才ブックス 雲と空に関するさまざまな知識と、美しいカラー写真。

456 地層のきほん　 目代　邦康，笹岡　美穂 誠文堂新光社 地層のことがわかると、火山噴火などの地球の活動が理解できる。

470 美しき小さな雑草の花図鑑 大作　晃一写真 山と溪谷社 身近な場所に生えている雑草の個性豊かな花。鮮明な拡大写真が美しい！

480 ざんねんないきもの事典　続々 今泉　忠明監修 高橋書店 進化の結果、ちょっと残念な感じになってしまった生き物たち。第３弾！

480 100年後も見たい動物園で会える絶滅危惧動物 絶滅危惧動物のうち、いま動物園で見られる40種を紹介

481 危険生物ファーストエイドハンドブック 海編 武蔵野自然塾編 文一総合出版 海の危険生物。季節、危険度、応急処置、予防などを解説

486 虫のしわざ観察ガイド 新開　孝文・写真 文一総合出版 虫たちが残すユニークな食痕、巣や卵などの“しわざ”約200種

488 子どもと一緒に覚えたい野鳥の名前 加古川　利彦絵 マイルスタッフ　インプレス 市街地で見られる身近な野鳥をイラストや写真で紹介。

498 日本の食材図鑑 レジア編 新星出版社 日本で買える食材の特徴、調理のコツや簡単レシピ

536 電車の顔図鑑　1　 江口　明男 天夢人　 JR7社と国鉄の名車198形式484両の顔のイラスト大図鑑

538 航空機のひみつ　 小学館 飛行や機体の仕組み、離・着陸の手順、代表的な機種など

540 ドラえもん科学ワールド電気の不思議 藤子・F・不二雄まんが 小学館　 生活に欠かせない「電気」の不思議を、わかりやすく解説

548 ロボットが家にやってきたら…　人間とAIの未来 遠藤　薫 岩波ジュニア新書 お掃除ロボット、ドローン、AI家電など、私たちの生活をどう変えるのか？

594 刺しゅう糸でつくるミサンガ図鑑　 日本ヴォーグ社 ベーシックからちょっとこった模様まで112種類

594 はじめてでも上手にできる刺しゅうの基本 西東社 フランス刺しゅうの基本ステッチ、図案、刺しゅう小物の作り方。

594 一生使えるおさいほうの基本 ミカ，ユカ 主婦の友社 手ぬい、ミシンぬい、ボタンつけ、すそ上げなどの基本

596 いちばんよくわかるはじめての料理120　 今泉　久美 学研プラス　 基本の料理の、材料の切り方から完成までプロセス写真とともに紹介

596 ラクラク作れて、男子も女子も喜ぶ！中高生の大満足弁当300 上島　亜紀 ナツメ社 中高生だからこそ、しっかり食べたいお弁当。

596 何度も作りたくなるお菓子の基本　 荻田　尚子 講談社 お菓子作りの手順がプロセス写真でよくわかる。

597 子どもと一緒に身につける！ラクして時短の「そうじワザ」76　 新津　春子 小学館 著者は、羽田空港のカリスマ清掃員。

674 プロに教わる1秒で心をつかむPOPのつくり方 パイインターナショナル 食品や雑貨、書店など、さまざまな売り場で実際に使われているPOPを紹介

610 カレーライスを一から作る　関野吉晴ゼミ    前田　亜紀 ポプラ社 カレーに使う野菜、肉、米から器やスプーンまでを「一」から作る。

686 徹底カラー図解東京メトロのしくみ マイナビ出版 地下鉄の車両・列車・駅のしくみと豆知識、鉄道運行に係わる仕事まで

709 国宝の解剖図鑑　 エクスナレッジ 様々なジャンルの国宝の、どこがすごいのか、見所は何かを解説

718 仏像なんでも事典　 理論社 仏教や仏像の始まり、仏像の解説、仏像拝観のマナー

748 わらういきもの エクスナレッジ いろいろないきものたちが笑って見える写真。ながめるだけで楽しい！

762 クラシック音楽ガイド 成美堂出版 バロックから現代まで33名の作曲家の生涯や作品を紹介

779 あそぼう、マジック ベースボール・マガジン社　 初級から上級まで、さまざまなマジックを紹介。

780 「逆上がり」だってできる！魔法のことばオノマトペ 藤野　良孝 青春出版社 かけっこが速くなる、とび箱がとべる、ドリブルがうまくなる…ヒミツの呪文

783 平野美宇と伊藤美誠がんばれ！ピンポンガールズ 城島　充 講談社　 “ピンポンガールズ”の、ライバル＆親友物語。

784 夢を生きる 羽生　結弦 中央公論新社 フィギュアスケートの絶対王者となった羽生選手の成長の軌跡

797 みんなで！ひとりで！たのしいトランプあそび ナツメ社 さまざまなトランプゲームのルールと進め方

814 目からうろこ！会話に役立つ故事ことわざ四字熟語 中村　博英 評論社 会話の中で使える故事・ことわざ・四字熟語の意味と使い方

837 覚えておきたい基本英会話フレーズ130 小池　直己 岩波ジュニア新書 日常的によく使われる会話例文で、自然な英語表現を学ぶ。

837 みんなのぶっちゃけ！英会話 英会話イーオン かんき出版 『読売中高生新聞』連載。ネイティブが話すリアルな英語を紹介

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

　　　４　　自然科学　　　　

日経ナショナルジオグラフィック社

　　５　技術・工業・家庭　　　６　産業　　　　

　　７　芸術・スポーツ　　　８　言語

新着図書リスト 〈文学以外〉  


