
分類番号
141 「考える力」をつける本 轡田　隆史
147 あの世はある！ 坂本　政道
150 偽善のすすめ パオロ・マッツァリーノ

★ 159 あいつの気持ちがわかるまで 石黒　謙吾
193 旧約聖書の謎 長谷川　修一

分類番号
★ 204 歴史が面白くなる東大のディープな世界史 祝田　秀全

210 名言・迷言で読む太平洋戦争史 横山　恵一
210 焼跡からのデモクラシー　上，下 吉見　義明
210 日本一わかりやすい図解日本史 久恒　啓一
210 勝ち上がりの条件 半藤　一利
288 聖徳太子 大平　聡
289 細川ガラシャ 安　廷苑

289.1 うつ病で半年間寝たきりだった僕が、ＰＣ一台で世界を自由に飛び回るようになった話 阪口　裕樹
289.1 近藤重蔵と近藤富蔵 谷本　晃久
289.3 マリー・アントワネットの植物誌 エリザベット・ド・フェドー

★ 290 奇界遺産　２ 佐藤　健寿
291 外国人が選んだ日本百景 ステファン・シャウエッカー

★ 291 東海道五十三次写真紀行 清永　安雄
291 北海道　JTBパブリッシング
291 北海道　実業之日本社
291 北海道ベストプラン
292 空白の五マイル 角幡　唯介

分類番号
303 絵でわかる社会科事典 鎌田　和宏
330 「半沢直樹」で経済がわかる！ 池井戸　潤
331 身の丈の経済論 石井　一也
332 ＡＳＥＡＮは日本経済をどう変えるのか 西浜　徹
336 「この人についていきたい！」と思われるリーダーになる話し方 五十嵐　健
338 暗号が通貨（カネ）になる「ビットコイン」のからくり 吉本　佳生
361 アメリカ的、イギリス的 テリー・イーグルトン

★ 361 大阪トレンディ 岡田　大
○ 361 アイスブレイクベスト５０ 青木　将幸

366 日本の労働を世界に問う 牛久保　秀樹
366 〈働く〉は、これから 猪木　武徳
367 日本の女は、１００年たっても面白い。 深沢　真紀
368 世界「比較貧困学」入門 石井　光太
369 ばあちゃん、介護施設を間違えたらもっとボケるで！ 長尾　和宏
371 子どもの自尊感情をどう育てるか 近藤　卓

○ 375 赤坂版「クラス会議」完全マニュアル 赤坂　真二
★ 375 １３歳からの勝つ部活動 塚本　哲也

376.8 大学受験の教科書 上雲　晴
○ 377 高校・大学から仕事へのトランジション 溝上　慎一

377 危ない大学・消える大学 島野　清志
377 大学ランキング

○ 378 発達障害を乗りこえる 竹内　吉和
379 人が集まるチラシの作り方 坂田　静香

383.1 ドレス・アフター・ドレス 中村　和恵
★ 385 かんたん、かわいいナチュラルラッピング 宮岡　宏会

385 イチバン親切なラッピングの教科書 宮田　真由美
分類番号

400 科学検定公式問題集５・６級 桑子　研
400 発展コラム式中学理科の教科書　上 石渡　正志
400 発展コラム式中学理科の教科書　下 滝川　洋二

★ 404 空想科学読本　15 柳田　理科雄
404 銀の空想科学読本 柳田　理科雄
404 金の空想科学読本 柳田　理科雄
407 「科学者の楽園」をつくった男 宮田　親平
447 天体衝突 松井　孝典
450 地球進化４６億年の物語 ロバート・ヘイゼン
450 自然地理学 松原　彰子

分類番号 451 地球温暖化論争 マイケル・Ｅ．マン
7 455 技術者からみた日本列島の地震と地盤 稲田　倍穂

31 469 ヒューマン ＮＨＫスペシャル取材班

469 人間って何ですか？ 夢枕　獏
★ 482 セレンゲティ大接近 アヌップ・シャー

487 さかなのすごい話 安部　奏
489 パンダが来た道 ヘンリー・ニコルズ
489 ゴリラは語る 山極　寿一

◎をつけた本は、生徒、教員のリクエストで入荷しました。★は表紙の写真を掲載しています。

4類　　数学・物理・化学・生物など

1類　　哲学・宗教・心理学など

０類　　百科事典　雑学　コンピュータ　など

3類　　社会・経済・教育・法律など

２類　　歴史・伝記・地理など

稲葉　利二
事物はじまりの物語／旅行鞄のなか
フォトショップエレメンツ・３０日でマスター

吉村　昭
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図書館からお知らせ 
 

   
      

 

   
 

新しい本 

約280冊入荷 

（5/1～5/30入荷分） 

 

 6月に入りましたね。これから梅雨に入りますが、「晴耕雨読」、雨で

外に出られない・部活が休みになったなど室内で過ごすことになったとき

には、ペラペラと本をめくってみませんか？ 今月も図書館には新しい本

がぞくぞく入ってきていますよ。図書館の入り口はいつでも開いています。

気軽に足を運んでください。 

 

☆図書館の利用方法のおさらい パート２☆ 

本の検索…①カウンターに座っている司書に尋ねる。 

     ②カウンター端にある検索用PCで検索する。 

     （キーワードは短く入れた方がヒットします。） 

予  約…カウンターにある予約カードに必要事項を記入し、司書に渡す。 

購入希望…カウンターにあるリクエストカードに必要事項を記入し、司書  

     に渡す。 

コピー機…どの大きさも１枚１０円でコピーできます。 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ …利用申込書に記入し、カウンターへ提出。２０分間利用可能。 

     ただし、延長したい場合、申し出れば２０分間の延長が可能に 

     なります。新しいパソコンで５台あります、しっかり使ってく 

     ださい。 

図書館の本をさがしています。 
 

      「デュラララ×１３」成田良二  

     「人生はニャンとかなる！」水野敬也 
 

※本を持っている人は至急返却してください。 

 本を借りるときは、必ずカウンターで手続きしてください。 

※返却期限が過ぎている本を持っている人は早急に返却してください。 

 次の人が待っています。 

  

ふたりがケンカしたとき、妥協

する者は人格を高める。 

３人寄れば、無責任。（目次よ

り） 

なんじゃこりゃ!？

がてんこ盛り。口で

は説明できない奇妙

さ。来てみて開いて。

もちろん１もありま

すよ。 

ディープな内容だけでなく、

グローバル化する現代に生

きる上で知っておきたい世

界史の知識を学べる一冊。 
 

江戸時代に宿場として賑わった東海道五十三

次。現在も残る美しい風景を写真と文章で紹

介しています。 

信号機、赤は止まれ、

青は進め、黄色は加

速！？ 

中学校での部活動を

より充実させ、悔い

を残さないものにす

るためのヒントが詰

まった一冊です。 

ちょっとしたおくりものをする

ときにとても便利な一冊です。 

アンパンマンは、ばいきんまんにハ

ンマーで殴られても、顔が凹むだけ。

それなのに、顔面を自分でちぎりま

す。ほか。 

大接近!スゴイ迫力!! 

ありのままの動物の写真で

す。 

 眼を開けたままでも、

泳いだままでも、魚は寝

られる。溺れる魚もいる。 

などなど。 

http://www.print.sakura.ne.jp/print/print-i139.png
http://letsgo.sakura.ne.jp/natural_blog/wp-content/uploads/2010/03/book1.png


分類番号 913.6
分類番号 910 文蔵 「文蔵」編集部 913.6 本日は大安なり 辻村　深月

519 防災工学 淵田　邦彦 910 病む女はなぜ村上春樹を読むか 小谷野　敦 913.6 共喰い 田中　慎弥
523 夢のすむ家 鈴木　博之 911 水のなまえ 高橋　順子 913.6 叛逆捜査 渡辺　裕之
537 国産＆輸入ＳＵＶのすべて 911 和歌で愛しむ日本の秋冬 松本　章男 913.6 ＭＯＮＳＴＥＲＺ 渡辺　雄介
547 メールはなぜ届くのか 草野　真一 911 和歌で感じる日本の春夏 松本　章男 913.6 秘密 東野　圭吾
579 カラー図解ＥＵＲＯ版バイオテクノロジーの教科書 ラインハート・レンネバーグ 911.1 石川くん 枡野　浩一 913.6 名探偵の掟 東野　圭吾
589 かまわぬの手ぬぐい使い方手帖 河出書房新社編集部 913.6 八月のプレイボール ＭＩＣＡ 913.6 ある閉ざされた雪の山荘で 東野　圭吾
596 おいしい新調味料塩レモン・塩ゆずレシピ 高橋　雅子 913.6 百舌の叫ぶ夜 逢坂　剛 913.6 天使の耳 東野　圭吾
596 家めしこそ、最高のごちそうである。 佐々木　俊尚 913.6 砕かれた鍵 逢坂　剛 913.6 新参者 東野　圭吾
596 まんがキッチン 福田　里香 913.6 幻の翼 逢坂　剛 913.6 仮面山荘殺人事件 東野　圭吾

分類番号 913.6 霧越邸殺人事件上，下 綾辻　行人 913.6 麒麟の翼 東野　圭吾
645 １１年目のまこである。 前田　敬子 913.6 生存者ゼロ 安生　正 913.6 美しき凶器 東野　圭吾
645 ハリネズミのダーシー 塚本　翔太 913.6 壁 安部　公房 913.6 犯人のいない殺人の夜 東野　圭吾

★ 645 ハムケツ 913.6 砂の女 安部　公房 913.6 白馬山荘殺人事件 東野　圭吾
673 街の元気屋さん 街を元気にプロジェクト 913.6 ゴールデンスランバー 伊坂　幸太郎 913.6 殺人現場は雲の上 東野　圭吾
675 大災害時に物流を守る 早稲田大学マーケティング・コミュニケーション研究所 913.6 オー！ファーザー 伊坂　幸太郎 913.6 回廊亭殺人事件 東野　圭吾
686 新幹線５０年の技術史 曽根　悟 913.6 ノボさん 伊集院　静 913.6 流星の絆 東野　圭吾

分類番号 913.6 メタルギアソリッド　ガンズオブザパトリオット 伊藤　計劃 913.6 パラレルワールド・ラブストーリー 東野　圭吾
723 ゴッホのひまわり全点謎解きの旅 朽木　ゆり子 913.6 彼女の倖せを祈れない 浦賀　和宏 913.6 パラドックス１３ 東野　圭吾

723.1 山下清と昭和の美術 服部　正 913.6 これはペンです 円城　塔 913.6 変身 東野　圭吾
726 見知らぬ国のスケッチ ショーン・タン 913.6 学校の怪談 岡崎　弘明 913.6 名探偵の呪縛 東野　圭吾
726 ムーミン画集 トーヴェ・ヤンソン 913.6 珈琲店タレーランの事件簿　２，３ 岡崎　琢磨 913.6 虹を操る少年 東野　圭吾
726 泣き虫チエ子さん　３ 益田　ミリ 913.6 Ｂｕｒｎ 加藤　シゲアキ 913.6 浪花少年探偵団 東野　圭吾
726 銀の匙 荒川　弘 913.6 Ｄカラーバケーション 加藤　実秋 913.6 カッコウの卵は誰のもの 東野　圭吾
726 猫のたんじょうび 浅生　ハルミン 913.6 ブラックスローン 加藤　実秋 913.6 鳥人計画 東野　圭吾
726 藤子不二雄論 米沢　嘉博 913.6 ハニービターハニー 加藤　千恵 913.6 ウインクで乾杯 東野　圭吾
748 動物おもしろ写真集 ＡＮＩＭＡＬ　ＦＡＮＳ　３５ 913.6 サクラ・タイムトラベル 加部　鈴子 913.6 探偵ガリレオ 東野　圭吾

★ 748 ムーとたすく Ａｙａｓａｋａｉ 913.6 つれづれ、北野坂探偵舎 河野　裕 913.6 むかし僕が死んだ家 東野　圭吾
759 だれでも作れる万華鏡 照木　公子 913.6 空の冒険 吉田　修一 913.6 聖女の救済 東野　圭吾
760 意味がなければスイングはない 村上　春樹 913.6 太陽のパスタ、豆のスープ 宮下　奈都 913.6 ガリレオの苦悩 東野　圭吾
763 ピアノで奏でるキレイなＪ－ＰＯＰ名曲集 自由現代社編集部 913.6 注文の多い料理店／銀河鉄道の夜 宮沢　賢治 913.6 衛星軌道２万マイル 藤崎　慎吾
767 すべてのＪ・ＰＯＰはパクリである。 マキタスポーツ 913.6 校閲ガール 宮木　あや子 913.6 貘の檻 道尾　秀介
778 ゆうとくんがいく 長友　佑都 913.6 流れ星が消えないうちに 橋本　紡 913.6 光媒の花 道尾　秀介
780 スポーツのための体幹トレーニング練習メニュー２４０ 有賀　誠司 913.6 青天の霹靂 劇団ひとり 913.6 星空ロック 那須田　淳
781 カラダが硬い人でもできる！ストレッチプログラム 青山　剛 913.6 一分間だけ 原田　マハ 913.6 サムシングブルー 飛鳥井　千砂
782 日本人は１００メートル９秒台で走れるか 深代　千之 913.6 なつのひかり 江国　香織 913.6 プリズム 百田　尚樹
783 メッシとロナウドから学ぶ才能の伸ばし方 フアン・カルロス・クベイロ 913.6 首都崩壊 高嶋　哲夫 913.6 書店ガール　2,3 碧野　圭
783 鈍足バンザイ！ 岡崎　慎司 913.6 うちの執事が言うことには 高里　椎奈 913.6 キケン 有川　浩
783 メッシと滅私 吉崎　エイジーニョ 913.6 おれのおばさん 佐川　光晴 913.6 本屋さんのダイアナ 柚木　麻子
783 日本サッカーの未来地図 宮本　恒靖 913.6 春を背負って 笹本　稜平 913.6 ケモノの城 誉田　哲也
783 ソフトテニススピードマスター 西田　豊明 913.6 理由（わけ）あって冬に出る 似鳥　鶏 913.6 冬虫夏草 梨木　香歩
783 グアルディオラ主義 西部　謙司 913.6 千年ジュリエット 初野　晴 914 消えてなくなっても 椰月　美智子
783 準備する力 川島　永嗣 ★ 913.6 万能鑑定士Ｑの事件簿　Ⅰ～Ⅻ 松岡　圭祐 914 ああ言えばこう食う 阿川　佐和子
786 敗北のない競技（レース） 土井　雪広 913.6 ブレイクスルー 松尾　健史 914 恋愛作法 宇野　千代
788 わくわく大相撲ガイド 日本相撲協会 913.6 精霊の守り人 上橋　菜穂子 914 言えないコトバ 益田　ミリ

分類番号 913.6 アサギをよぶ声 森川　成美 914 宇宙人の見る地球 須藤　靖
811 かなづかいの歴史 今野　真二 913.6 未来いそっぷ 星　新一 914 新しいおとな 石井　桃子
813 写真で読み解く類義語大辞典 森山　卓郎 913.6 九州新幹線「つばめ」誘拐事件 西村　京太郎 914 サラダ好きのライオン 村上　春樹
816 思考を鍛えるレポート・論文作成法 井下　千以子 913.6 りぽぐら！ 西尾　維新 914 おいしそうな草 蜂飼　耳
816 医学部入試小論文実践演習 原田　広幸 ○ 913.6 終物語 西尾　維新 916 野心と美貌 林　真理子
830 ＴＯＥＩＣテストスピーキング／ライティング完全模試 安河内　哲也 913.6 朧月市役所妖怪課 青柳　碧人 918 私の夫はマサイ戦士 永松　真紀
830 英語が面白くなる東大のディープな英語 佐藤　ヒロシ ★ 913.6 夏目漱石『こころ』をどう読むか 石原　千秋 918 読むことの歓び 明治大学文がくん部読書感想文コンクール選考委員会

830 新ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴドリーム特急全パート実戦対策 森田　鉄也 913.6 娼年 石田　衣良 921 死ぬふりだけでやめとけや 谺　雄二
913.6 吸血鬼はお年ごろ 赤川　次郎 ★ 930 気ままに漢詩キブン 足立　幸代

○ 913.6 ソードアート・オンライン１４ 川原　礫 933 アガサ・クリスティー完全攻略 霜月　蒼
913.6 終わらざる夏　上，中、下 浅田　次郎 933 ウィニー・ザ・プー Ａ．Ａ．ミルン
913.6 ぼくたちの家族 早見　和真 ○ 933 白の団と黒い王子　上，下 コナン・ドイル

★ 913.6 女のいない男たち 村上　春樹 933 とらわれて夏 ジョイス・メイナード

913.6 １Ｑ８４　１～６ 村上　春樹 933 語りつぐ者 パトリシア・ライリー・ギフ

913.6 ねじまき鳥クロニクル　上，中，下 村上　春樹 943 オリンポスの神々と７人の英雄 リック・リオーダン
913.6 ふしぎな図書館 村上　春樹 943 １４歳、ぼくらの疾走 ヴォルフガング・ヘルンドルフ

913.6 世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド　上，下 村上　春樹 949 朗読者 ベルンハルト・シュリンク

913.6 青春箱 村上　純 953 だれも知らないムーミン谷 熊沢　里美
913.6 ５５歳からのハローライフ 村上　龍 963 ＨＨｈＨ ローラン・ビネ
913.6 不祥事 池井戸　潤 もどってきたアミ エンリケ・バリオス
913.6 銀行総務特命 池井戸　潤
913.6 仇敵 池井戸　潤
913.6 果つる底なき 池井戸　潤
913.6 きことわ 朝吹　真理子
913.6 てらさふ 朝倉　かすみ

9類　文学論・小説◎をつけた本は、生徒、教員のリクエストで入荷しました。★は表紙の写真を掲載しています。

8類　　日本語・英語・その他言語

5類　　技術・環境問題など

7類　　芸術・スポーツ・音楽など

6類　　農業・畜産・商業など　

今月の展示 
現在、図書室入り口には二つの展

示があります。左の写真は、中学

生美術部作品の屏風です。６月上

旬まで展示予定ですのでかわいい

作品を見に来てください。右の写

真はワールドカップに向けて

「SAMURAI BLUE」のコーナー

です。ワールドカップを楽しみた

い方、サッカーに心酔している方、

ぜひ見に来てください。本を揃え

てお待ちしています。 

ポケットサイズの文庫本を増やしています。人

気作家の小説や映画化されている話題の作品な

ど、気軽に読んでみませんか？ 

ハムケツ

＝ハムス

ターのか

わいいお

しり♪ 

おうちでく

つろぐムー

とたすくの

自然な表情

がたまらな

い!! 

村上春樹話題

の新作です。 

村上春樹の文

庫本増やして

ます。 

刊行100年。 

朝日新聞に月～金

に掲載されている

こころ。みなさん

読んでますか？ 

綾瀬はるか主演で

映画化。１～12

まで揃っています。

ちなみに映画は９

巻が原作になって

ます。 

漢詩が苦手な人

に読んでほしい。

かわいいイラス

トで読みやすい

ですよ。 


