
 

 

期間    12/11（火）～12/25（火） 

冊数     ひとり 10冊まで 

返却期限    1/18（金）まで 

 

1月 16日（水）～18日（金）まで 

蔵書点検のため図書室は閉館します。 

その間の返却本はブックポストに入れてください。 

 

 

 

 

 

今年も残りわずかとなりました。本日より冬休み特別貸出を始めます。貸出冊数も増えますので沢山借りて

寒い冬、暖かくして読書を楽しんでください。25日までなら何度でも貸出・返却可能ですのでじっくり選書し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 書名 著者名 出版社 

013 ギネス世界記録 2019 クレイグ・グレンディ 角川アスキー 

033 退屈をぶっとばせ！ Joshua Glenn ｵﾗｲﾘｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 

145 錯視の魔術 ｼﾞｬﾝﾆ・A.ｻﾙｺｰﾈ 教育画劇 

209 海賊の文化史 海野弘 朝日新聞出版 

210 47 都道府県・遺跡百科 石上裕之 丸善出版 

280 失敗図鑑 すごい人ほどダメだった！ 大野正人 文響社 

281 10 才のとき 高橋幸子 福音館書店 

289 かならずお返事書くからね ｹｲﾄﾘﾝ・ｱﾘﾌｨﾚﾝｶ PHP 研究所 

316 MARCH １～3 ジョン・ルイス 岩波書店 

317 政治のしくみを知るための日本の府省しごと事典 全 7 巻 森田朗 岩崎書店 

326 刑務所しか居場所がない人たち 山本譲司 大槻書店 

361 くらべる世界 おかべたかし 東京書籍 

366 カッコいい資格図鑑 鈴木秀明 主婦の友社 

369 災害ボランティア入門 山本克彦 ミネルヴァ書房 

376 医学部 中高生のための学部選びガイド 浅野恵子 ぺりかん社 

376 通信制高校があるじゃん！ 2018~2019 年版 学びリンク編集部 学びリンク 

382 マサイのルカがスマホで井戸を掘る話 ルカ・サンテ 学研プラス 

420 面白くて眠れなくなる物理パズル 左巻健男 PHP エディターズ 

493 注文をまちがえる料理店 小国士郎 あさ出版 

491 人間の未来 AIの未来 山中伸弥 講談社 

491 面白くて眠れなくなる解剖学 坂井建雄 PHP エディターズ 

図書だより  1２月 狛江第四中学校 図書室 

平成 30 年月 12 日 11 日 

『失敗図鑑』     大野正人 

 

天才ゆえに死にかけたダリ、正直す

ぎて炎上した与謝野晶子…。世界

に名を残した偉人たちの失敗と、彼

らがその失敗からどうやって復活した

かを紹介する。「忘れる・遅れる・噓

をつく」子どもによくある失敗対策も

掲載。 

新着図書案内 

『かならずお返事書くからね』   ｹｲﾄﾘﾝ・ｱﾘﾌｨﾚﾝｶ 

 

学校の課題で外国に住む同年代

の子と文通を始めることになったアメ

リカの少女、ケイトリン。文通相手は

ジンバブエという国の少年、マーティ

ンになり…。1 万キロの距離を越え

て心を通わせ、友だちとして支え合っ

た感動の実話。 

『注文をまちがえる料理店』  小国士郎 

 

まちがえることを受け入れて、まちが

えることを一緒に楽しむ。2017年6

月に 2 日間限定でオープンした「認

知症を抱える人」が接客をするレス

トランで、本当にあったものがたりを

紹介。企画の発起人である著者の

解説も掲載。 
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『新しい 1 キログラムの測り方』  臼田孝 

 

キログラムの定義が 130 年ぶりに

変わる。なぜ新しい定義が必要

なのか。単位を決めるとはどういう

ことなのか。新しい「1kg」はどうや

って決められるのか。科学の進歩

によって単位が変わる現在進行

中のドラマを紹介する。 

『太陽系観光旅行読本』  オリヴィア・コスキー 

 

水星から海王星そして冥王星まで、

架空の太陽系観光ツアーをガイド。

準備、持ち物からおすすめ観光スポ

ット、楽しいアクティビティ、知っておき

たい科学知識まで、カラーイラスト付

きで案内する。 

『わたしの忘れ物』     乾ルカ 

 

引っ込み思案で目立たない大学

生の恵麻は、大型複合商業施

設の忘れ物センターでアルバイト

をすることになるが…。6 つの忘れ

物とその持ち主たちとの巡り会い

から生まれる、心優しい物語。 

498 救急救命士になるには 益田美樹 ぺりかん社 

498 空飛ぶ救命救急室ドクターヘリの秘密 和氣晃司 彩流社 

498 死体が教えてくれたこと 上野正彦 河出書房新社 

518 ごみ収集という仕事 藤井誠一郎 コモンズ 

538 太陽系観光旅行読本 オリヴィア・コスキー 原書房 

543 福島第一廃炉の記録 西澤丞 みすず書房 

579 バイオ技術者・研究者になるには 堀川晃菜 ぺりかん社 

596 お料理 1年生 The 基本 牛尾理恵他 主婦の友社 

596 世界のかわいいお菓子 ﾊﾟｲｲﾝｱ t-ﾅｼｮﾅﾙ ﾊﾟｲｲﾝｱ t-ﾅｼｮﾅﾙ 

597 自分で直せば断然お得！身のまわりの修理の教科書 西沢正和 PHP 研究所 

609 新しい 1キログラムの測り方 臼田孝 講談社 

645 ファインディング・ゴビ ディオン・レナード あすなろ書房 

645 ネコおやぶん 岩合光昭 辰巳出版 

726 5 憶年後に意外な結末 菅原そうた 学研プラス 

748 はたらく 長倉洋海 アリス館 

818 誤解されやすい方言小辞典 篠崎晃一 三省堂 

908 5 分後に意外な結末 ex 桃戸ハル 学研プラス 

910 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 

911 夜空はいつでも最高密度の青色だ 最果タヒ リトルモア 

913 5 分後に恋の結末 橘つばさ 学研プラス 

913 ある晴れた夏の朝 小手鞠るい 偕成社 

913 いいたいことがあります！ 魚住直子 偕成社 

913 わたしが少女型ロボットだったころ 石川宏千花 偕成社 

913 少年 N の長い長い旅 05 石川宏千花 講談社 

913 ピースフル権化 蒼井ブルー KADOKAWA 

913 2.43 春高編 壁井ユカコ 集英社 

913 放課後ひとり同盟 小嶋陽太郎 集英社 

913 下町ロケット ４ 池井戸潤 小学館 

913 わたしの忘れ物 乾ルカ 東京創元社 

913 AI のある家族計画 黒野伸一 早川書房 

913 風に恋う 額賀澪 文藝春秋 

933 泥 ルイス・サッカー 小学館 

E この計画はひみつです ｼﾞｬﾈｯﾄ・ｳｲﾝﾀｰ 鈴木出版 

 

 

 

狛江市四校の中学生に向けて 「こんな本どう？2018」 というタイトルのリーフレットが 

できました。2017～18 に出版された本の中から、皆さんに読んでもらいたいおすすめの本が 16冊 

紹介されています。順を追って配布されますのでこの冬休みに読んでみませんか。 

（図書室に展示してあります。市立図書館にも所蔵されてい 

『死体が教えてくれたこと』  上野正彦 

 

なぜ監察医になったのか、人が死ぬと

はどういうことか、自分とは何なのか…。

2 万体の検死解剖を行った法医学の

第一人者が若者に向けた一冊。命の

大切さを自身の生涯を振り返りながら

説く。 

『風に恋う』      額賀澪 

 

かつては全国大会連続金賞だった

が、現在は見る影もない名門高校

吹奏楽部に、黄金時代の部長がコ

ーチとして戻ってきた。そして 1 年生

の基を部長に任命し…。はたして全

国大会への切符を手にすることはで

きるのか!? 
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