
                               

  

  

 

                               

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 書　名 著者名 出版者 内　容

175 淡交社
京都の神社とお寺45件。歴史の予習と、拝観に役立つ境内図や写真

を収録。

288 小峰書店 世界各国の国旗とその国の基本情報、日本との関係などを紹介。

289 円周率の謎を追う　江戸の天才数学者・関孝和の挑戦 鳴海　風 くもん出版 円に魅せられ、その謎を解こうとした天才数学者の生涯

保育社
医療・福祉の仕事で活躍する人たちの一日を写真で紹介し、その職業

につくためのルート、学校、働き方などを解説

ごみ処理場・リサイクルセンターで働く人たち　 漆原　次郎 ぺりかん社
ごみ・資源の収集係、ごみ処理場の運転係や整備係、リサイクルセン

ターの修理スタッフなど

商店街で働く人たち 山下　久猛 ぺりかん社
和菓子店の職人、花屋さんの店長、パン屋さんの職人など、商店街で

働くいろいろな職種を紹介。

370 命と向きあう教室 制野　俊弘 ポプラ社
津波で被災し、翌年廃校が決まった東松島市鳴瀬二中での、「命とは

何か」を問う教師と生徒の取り組み。

375 調べてみよう、書いてみよう 最相　葉月
講談社（世の中

への扉）

テーマの選び方、資料の調べ方、話の聞き方、原稿の書き方まで、き

ちんと伝わる文章を書くための技術・ルール

480
その道のプロに聞くふつうじゃ
ない生きものの飼いかた

松橋　利光 大和書房
アサリ、ダンゴムシ、ハリネズミ…ふつうじゃない生きものの飼いか

たを、写真でくわしく紹介。

494 義足でかがやく 城島　充
講談社 （世の中

への 扉）

義足を自分たちの個性として受けとめ、未来へ向かって挑戦する子ど

もたちと、献身的にサポートする人たち。

498 おもしろい！料理の科学 平松　サリー 〃
身近な食べものに使われているたくさんの科学の知識を、レシピと実

験で解説。

536 車いすはともだち 城島　充 〃
車いすメーカーのエンジニア、パラリンピックのメダリスト、車いす

陸上を始めた子どもたちなどに取材。

538 月はぼくらの宇宙港 佐伯　和人 新日本出版社
月探査計画SLIMなどのプロジェクト立案に参加している理学博士

が、月科学や人類と月の新しい関わり方を紹介。

780
講談社 （世の中

への 扉）

全77大会の記録、452人のアスリートの記録とその裏にあるドラマ

を紹介。

780 学研プラス 豊富な写真や図で、オリ・パラのすべてを解説。

782 ラッキーガール 佐藤　真海 集英社文庫
闘病生活から、アテネパラリンピックに出場するまでの軌跡。東京五

輪招致のプレゼンテーションも収録。

783 すごいぞ！甲子園の大記録
講談社 （世の中

への 扉）
記録達成までの高校球児たちの熱いドラマを紹介。

814
何がちがう？どうちがう？
似ている日本語

佐々木　瑞枝 東京堂出版
「勝手」と「わがまま」、「あやふや」と「うやむや」…など、似て

いることばの使い分けを解説。

　　　１　哲学・宗教　　２　歴史・伝記・地理　　３　社会科学

　　　　４　自然科学　　　５　技術・工学　　　７　芸術・スポーツ　　８　言語

オリンピック・パラリンピックまるごと大百科

職業

すごいぞ！オリンピックパラリンピックの大記録

世界の国旗大図鑑　世界の国々を調べよう！1～４

介護福祉士の一日、医師の一日、看護師の一日、歯科医師の一日、救
急救命士の一日、助産師の一日、獣医師の一日

京都の古社寺　知っておけば3倍たのしい

 

平成２９（201７）年５月３０日 

調 布 市 立 第 七 中 学 校 図 書 館 

お待たせしました！今年度の新しい本・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。貸出中の場合は予約ができます。 

 

第七中学校 
 図書館だより 

     ＊ 本はともだち ＊ 

     2017 年度 第２号 

新着図書リストの続き（文学）は、ウラ面にあります。 

★七中図書館の本の貸出期間は２週間です。４月中に借りた本をまだ返して

ない人もいるようです。督促状とくそくじょうが出る前に、早く返しましょう。 

 督促状は、来週発行する予定です。（返却期限から 2 週間以上遅れている人が対象） 

「風薫る」５月は、体育祭の練習と本番で、あっ

という間に過ぎていった感じがします。だんだん

梅雨が近くなり、毎日気温の変化が激しいので、

体調をくずさないように気をつけましょう。 
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書名 著者名 出版者 内容

910 ウ 命の意味命のしるし
上橋菜穂子

齊藤　慶輔

講談社　（世の

中への扉）

作家・上橋菜穂子と、野生動物獣医師・齊藤慶輔が、命とは何

かを語り合う。

911 コ ときめき百人一首 小池　昌代 河出書房新社　
ドラマチックな名歌それぞれに、訳詩と詳しい解説をつけてい

る。

911 ヒ しかえししないよ 105歳になる医師の、命の尊さ、愛と平和を訴えるメッセージ

913 ア よろず占い処陰陽屋狐の子守歌 天野　頌子 ポプラ文庫
無事高校3年生に進級できた瞬太の、母親についての情報が次第

に明らかに…。

913 イ マルの背中 岩瀬　成子 講談社
母と二人暮らしの亜澄は、駄菓子屋のおじさんから“幸運の

猫”マルを預かり…。

913 イ 向かい風で飛べ！ 乾　ルカ 中公文庫
小5で転校してきたさつきは、同じクラスの理子に誘われ、ス

キージャンプに挑戦する。

913 エ カブキブ！　６ 榎田　ユウリ 角川文庫
文化祭で「歌舞伎十八番/毛抜」を上演するために奮闘するクロ

たち。　　〈寄贈〉

913 オ 蜜蜂と遠雷 恩田　陸 幻冬舎 ある国際ピアノコンクールを舞台とする、音楽青春小説。

913 カ 心霊探偵八雲　ANOTHER　FILES祈りの柩

913 カ 心霊探偵八雲　ANOTHER　FILES裁きの塔

913 カ 心霊探偵八雲　ANOTHER　FILES亡霊の願い

913 グ ぐるぐるの図書室
工藤　純子

ほか
講談社

「○○の人は放課後図書室に来てください」という茜色の貼り紙を見て

図書室に行ってみると…。5人の作家のリレー小説。

913 ゴ 5分後に思わず涙。世界が赤らむ､その瞬間に 桃戸　ハル編，田中　寛崇絵学研プラス さまざまな涙の物語30編。

913 モ 5秒後に意外な結末　パンドラの赤い箱 桃戸　ハル編 学研プラス 「ページをめくれば衝撃の結末」×100話！

913 マ 「悩み部」の平和と、その限界。 麻希　一樹 学研プラス
「悩み解決部同好会」が活躍。

シリーズ・第5弾

913 ハ 名もなき風たち　サッカーボーイズU-16 はらだ　みずき KADOKAWA
2011年、遼介は高校生になり、

関東の強豪サッカー部へ。

913 ハ 都会（まち）のトム＆ソーヤ 14夢幻・下 はやみね　
かおる 講談社 究極のゲーム「夢幻」のプレイ。

913 マ この世界の片隅に　ノベライズ
2016年に公開された映画の脚本、絵コンテと

原作漫画をもとに小説化。

913 ヨ 愚者のエンドロール
913 ヨ クドリャフカの順番
913 ヨ 遠まわりする雛
913 ヨ ふたりの距離の概算

913 ヨ オレさすらいの転校生 吉野　万理子 理論社 小学４年で転校10回目の主人公・曲角風馬

914 ミ 神さまたちの遊ぶ庭 宮下　奈都 光文社
小中学生3人を連れて北海道のトムラウシに移り住んだ宮下家。

大自然の中で暮した１年間を綴ったエッセイ。

933 ア ホイッパーウィル川の伝説 森で暮らす姉妹とふしぎな子ギツネの神秘的な物語。

933 オ 二つ、三ついいわすれたこと
ジョイス・キャロ

ル・オーツ
岩波書店

元子役で魅力ある友人が謎の死をとげ、仲良くしていたメリッ

サやナディアはなかなか立ち直れなくて…。

933 ペ 神々と戦士たち　3　ケフティウの呪文
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。ヤギ飼いの少年ヒュラスと大巫女の娘

ピラの命がけの冒険を描くファンタジー。

933 コ 失われたものたちの本 ジョン・コナリー 東京創元社
本を愛する少年が、おとぎ話の登場人物や怪物が生きる異世界

に迷い込み、冒険の旅へ。

933 ボ ペーパーボーイ
ヴィンス・ヴォー

ター
岩波書店

夏休み、友達の代わりに新聞配達をすることになったぼく。優

しい人たちとの出会いと事件。

E パ わたしのそばできいていて
リサ・パップ，

菊田まりこ訳
WAVE出版

字を読むことが苦手なマディは、図書館で出会った犬ボニーに

本を読んであげることになり…

E ヨ サニーちゃん、シリアへ行く 葉　祥明絵 自由国民社 内戦状態のシリアの女の子を通して、平和を訴える絵本

キャシー・アッペルト＆アリスン・マ

ギー　　あすなろ書房

分類

日野原　重明詩、いわさきちひろ絵

     朝日新聞出版

心霊探偵八雲シリーズの外伝

こうの史代原作，蒔田陽平

ノベライズ　　双葉社

米澤　穂信 角川文庫

＊『氷菓』

〈古典部〉シリーズ）

　の続巻

神永　学 角川文庫

 

             

 

 

 

 

 

 

  

    

                              

 

 

 

 

青少年読書感想文コンクール課題図書〈中学校〉 

円周率の
謎を追う 

ホイッパーウィル
川の伝説 

月はぼくらの
宇宙港 

『蜜蜂と遠雷』 恩田陸 

国際ピアノコンクール出場者たちそれ

ぞれのドラマとピアノ演奏をていねい

に描いた小説。２段組・507 ページと

いう大長編ですが、本当におもしろいの

でどんどん読めます。 

４月 22 日「調布市防災教育の日」に、三陸河北新報社：大須武則氏のお話を
聴きましたが、その後、震災・津波関係の資料を寄贈していただきました。 
七中図書館カウンター横に展示しているので、手にとって見てください。 
『津波からの生還 東日本大震災・石巻地方１００人の証言』 
『ふるさと石巻の記憶 大津波襲来・東日本大震災』 
『ともに生きた伝えた 地域誌『石巻かほく』の１年』 
『東日本大震災石巻かほく復興写真展 第１回～第５回』 
『石巻広報 視察・観光ガイドブック』  

新着図書リスト 〈文学〉   913 日本の小説 933 英米の小説 E 絵本  

「直木賞」＆「本屋大賞」受賞 

 ＊休館日のお知らせ 
・5 月 31 日（水） 
・6 月 2 日（金） 
・6 月 5 日（月） 
・6 月 21～23 日 
※上記の日は、学校行事や 

司書出張などのため、 

休館となります。 

※貴重な資料です。 
大切にしましょう。 


