
                               

  

  

 

                               

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０（201８）年１２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 ＊ 

     201８年度 第６号 

紅葉から枯葉へ、秋から冬へと季節が 

どんどん移り変わり、いよいよ師走（しわす） 

となりました。最近「平成最後の～」という

言葉をよく耳にします。平成生まれの皆さん、

この一年間を振り返って、一番の思い出は何

でしょうか？        （司書・森） 

             

新着図書から  リストは裏面にあります。 

３年 ＲＥＩ（ペンネーム） 

 

『虹の図鑑』 

 

『人生を変えるアニメ』 

 『字源の謎を解く』 

 

『風に恋う』 

 『スマイル・ムーンの夜に』 

 

『ファニー １３歳の指揮官』 

 『木の中の魚』 

 

☆冬休み用特別貸出のお知らせ 

貸出日 １２月 10日（月）～21日（金） 

貸出冊数 ８冊 （個人貸出カードを持っている人は１０冊まで） 

返却期限 １月 16日（水）まで 
※今までに借りた本の返却が遅れている人には、特別貸出ができません。 

 返し忘れている本がないか、必ず確認しましょう。 

 

「ほんとのであい」（調布

市立中学校司書の推薦本

リスト）に掲載するカット

への、七中生の応募作品を

紹介しています。 素敵な

イラストをありがとうご

ざいました。 

冬休みの大そうじなどで、第七中図書館の本が

どこかで見つかったら、いつでも良いので司書

まで届けるようにお願いします。  

『チョコレート物語』 

 



書名 著者名 出版者

016 ワ
わたしは10歳、本を知らずに育ったの。
アジアの子どもたちに届けられた27万冊の本

シャンティ国際ボラン

ティア会編
合同出版

内戦や貧困のため学校に通えない子どもたちのために、

図書館づくりや絵本を届ける活動。

204 イ 世界史で読み解く現代ニュース
池上　彰，

増田　ユリヤ
ポプラ社

世界史の知識があれば、今世界で起きている

ことがぐっと分かりやすくなる。

213 エ NHKスペシャル シリーズ大江戸の世界 洋泉社
江戸の知られざる姿を、ドキュメンタリーや

4KCG、ドラマなどで描くNスペの書籍化

234 フ 正義の声は消えない
反ナチス・白バラ抵抗運動の学生たち

ラッセル・フリード

マン
汐文社

第二次世界大戦のさなかにドイツ中で

郵便受けに入れられたナチスを批判するビラの謎。

289 モ チョコレート物語 佐和　みずえ くもん出版 大正時代末期、神戸でチョコレート店を始めたロシア人モロゾフ一家

290 タ 旅に出たくなる地図　日本 帝国書院 美しい地図とダイナミックな鳥瞰図（ちょうかんず）が満載

290 タ 旅に出たくなる地図　関西 帝国書院 関西地方の観光スポット、歴史、祭りなどを地域ごとに紹介。

291 タ もうひとつの屋久島から 武田　剛 フレーベル館　 日本で初めて世界遺産に登録された屋久島の過去・現在・未来

376 サ 理学部・理工学部 佐藤　成美 ぺりかん社　

376 マ 看護学部・保健医療学部 松井　大助 ぺりかん社　

330 ハ 13歳からの経済のしくみ・ことば図鑑 花岡　幸子 WAVE出版 ビットコイン、株式、GNPなど、経済のしくみや用語をイラストでわかりやすく説明

383 シ ポプラ社 世界の人々と交流する第一歩として、各国の食文化を紹介。

443 フ 星の神話・伝説図鑑　新装版 藤井　旭 ポプラ社 星の誕生したわけや宇宙の存在についての伝説・神話

443 フ 星空図鑑　新装版 藤井　旭 ポプラ社 実際の星空を見あげて星座が見つけられるガイドブック

446 ミ 月を知る！ 三品　隆司 岩崎書店 天体としての月の解説と、月の伝説や文化、宇宙開発など、つきのすべて

451 タ 虹の図鑑　しくみ、種類、観察方法 武田　康男 緑書房 日本と世界の虹22種、虹色の自然現象16種、虹のしくみや文化など

480 ナ 泣けるいきもの図鑑 今泉　忠明監修 学研プラス
野生で大変な暮らしをしているいきものや、進化によってとんでもない体になって

しまったいきものなどのエピソードを紹介。

493 シ 食物アレルギーキャラクター図鑑 いとう　みつるイラスト 日本図書センター
食物アレルギーの原因になる27品目の特徴やおいしく安全に食事するためのポイン

トがわかる。

498 ワ 空飛ぶ救命救急室ドクターヘリの秘密 和氣　晃司 彩流社 ドクターヘリの基礎知識や実態、クルーの仕事など

616 ｲ 千年の田んぼ 石井　里津子 旬報社 日本海の離島に残る日本最古の田んぼを取材。

645 イ 日本文芸社 しっぽの振り方、遠吠え、おもらし…イヌの気持ちを解説。

726 シ スヌーピーともだちって、こういうこと チャールズ・M．シュルツ 朝日新聞出版 「ともだち」をテーマに描いたスヌーピーたちのイラストをまとめたメッセージ集

726 マ マンガキャラの時代衣装資料集　西洋編 廣済堂出版　 貴族、海賊、騎士、兵士、教皇、修道女、天使と悪魔などのイラスト

778 ジ 人生を変えるアニメ　（14歳の世渡り術） 河出書房新社　 アニメ監督、声優、小説家など27名が、本気ですすめるアニメ

783 ボ ぼくは泣かない　甲子園だけが高校野球ではない 岩崎　夏海監修 廣済堂出版 野球雑誌記者が取材で集めた、泣ける高校野球ストーリー16編

809 ウ イラスト版人前で話すこつ　子どもの発表力をのばす52のワーク 海野　美穂 合同出版 学校生活でよくある発表の機会に合わせた効果的なワーク

809 オ マンガで身につく！話し方と発表のコツ ナツメ社　 スピーチ、話し合い、インタビュー、グループ発表…

810 サ 知っているようで知らない日本語のルール 佐々木　瑞枝 東京堂出版 日本語の中の隠れたルールを日本語教育第一人者が教える。

821 キ 字源の謎を解く 北嶋　廣敏 イースト・プレス　 「毒」のなかになぜ「母」が？　など字源の謎を解く。

910 ホ あの本の主人公と歩く東京物語散歩100 堀越　正光 ぺりかん社 東京にまつわる100の物語と、その舞台となった場所を紹介。

913 ア X-01（エックスゼロワン）　１、２ あさの　あつこ 講談社　
由宇の誕生日の前日、父親が「X-01」と言い残して急死。その「X-01」を求めて

町を破壊しにやってきた黒ずくめの男たち

913 コ ある晴れた夏の朝 小手鞠　るい 偕成社
アメリカの8人の高校生が、日本への原爆投下について肯定派と否定派に分かれて討

論する。

913 タ 響け！ユーフォニアム
北宇治高校吹奏楽部、波乱の第二楽章　前編・後編

武田　綾乃 宝島社文庫
二年生になった久美子は一年生の指導係に任命される。個性豊かな新入部員に苦労

しつつコンクールをめざす日々。

913 タ 響け！ユーフォニアム　北宇治高校吹奏楽部のホントの話 武田　綾乃 宝島社文庫 北宇治高校吹奏楽部の、楽しくて、ちょっぴり切ない日常を描いた短編集

913 ヒ 響け！ユーフォニアム　北宇治高校の吹奏楽部日誌 武田　綾乃監修 宝島社文庫　 『響け！ユーフォニアム』の公式ガイドブック

913 ヌ 風に恋う 額賀　澪 文藝春秋
今は弱体化した名門高校吹奏楽部に、黄金時代の部長がコーチとして戻り、再び全

日本コンクール出場を目指す。

913 ハ スイート・ホーム 原田　マハ ポプラ社 高台の街にある小さな洋菓子店を舞台とする、やさしい家族の物語

913 ヒ 雨ふる本屋と雨もりの森 日向　理恵子 童心社 〈雨ふる本屋〉の製本室に流れ着く本の種…。シリーズ第４弾。

913 ミ スマイル・ムーンの夜に 宮下　恵茉 ポプラ社　
休み時間はトイレにこもる麻帆、何にも興味を持てない翔太…それぞれ悩みをかか

えた中３の男女４人。

929 ベ ファニー13歳の指揮官 ファニー・ベン＝アミ 岩波書店
ユダヤ人迫害から逃れて大勢の子ども達をスイスへ逃がす旅で、リーダー役をまか

された13歳のユダヤ人少女の実話。

933 ガ カラヴァル　深紅色の少女 ステファニー・ガーバー キノブックス
政略結婚の直前に夢のイベント「カラヴァル」に招待されたスカーレット。妹と一

緒に出かけたがはぐれてしまい、妹を救うための冒険へ

933 グ 笑う化石の謎 ピッパ・グッドハート あすなろ書房
イギリス郊外のグランチェスター村。地下深くに眠る化石「コプロライト」が良質

の肥料だとわかって村は活気づくが…

933 ハ 木の中の魚 リンダ・マラリー・ハント 講談社
読み書きできないことを隠すために変な行動を取ってしまうアリー。ダニエルズ先

生に特別な才能を認められ、自信を取り戻していく。

933 ブ わたしがいどんだ戦い1939年
キンバリー・ブルベイ

カー・ブラッドリー
評論社

足が悪いため家の中に閉じ込められていたエイダは、必死に歩く練習をして、自分

らしく生きるために戦う。

933 レ はるかな旅の向こうに エリザベス・レアード 評論社 シリア内戦の中、ヨルダン川を渡り隣国へと逃れて生きた家族の物語

297 ナ 南極で宇宙をみつけた！　 中山　由美 草思社 地学調査隊に同行取材した女性記者の、氷上生活40日間の記録。

402 オ 南極ないない 小塩　哲朗 中日新聞社 南極にシロクマはいない、思ったより寒くない…南極の真実を紹介

468 ナ 南極海に生きる動物プランクトン 福地　光男ほか 成山堂書店 動物プランクトンから地球環境の変動を探る

　　南極関連の本

分類

　　　　　　０　　総記　　　２　　歴史・地理　　　３　　社会科学

　　　　　　　９　　文　　学　　　　　　９１　　日本文学　　　　　９２　　アジアの文学　　　９３　　アメリカ・イギリス文学　　

しらべよう！世界の料理　1　日本　韓国　中国　モンゴル

大学で学ぶこと、キャンパスライフ、卒業後の進路などをわかりやすく説明する、

『なるにはBOOKS大学学部調べシリーズ』。教員・学生・卒業生インタビューも

収録。

　　　　　　　４　　自然科学　　　　

　　　　　　６　　産業　　　　７　　芸術・スポーツ　　８　言語

イヌの気持ち　表情・しぐさ・行動からわかる106の大切なこと

  新着図書リスト  新着本のブックトラックに展示しています。見つからないときは司書に聞いてください。  
 


