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読書 絵本で世界を学ぼう！ 吉井潤著　柏原寛一著 青弓社

名著 マンガでわかる世界の名著 ＮＨＫ「１００分ｄｅ名著」制作班著 ＳＢクリエイティブ

雑学 番号は謎 佐藤健太郎著 新潮社

博物館 ミュージアムを知ろう　中高生からの美術館・博物館入門 横山佐紀著 ぺりかん社

一冊でわかるフランス史 福井憲彦監修 河出書房新社

一冊でわかるイタリア史 北原敦監修 河出書房新社

図説マヤ文明 嘉幡茂著 河出書房新社

地理 登山地図ガイド奥多摩・丹沢 〓出版社

社会 ＳＤＧｓ〈持続可能な開発目標〉 蟹江憲史著 中央公論新社

マンガでわかる料理を「仕事」にするということ。 上神田梅雄監修 幻冬舎メディアコンサルティング

検察官になるには 飯島一孝著 ぺりかん社

福祉業界で働く 戸田恭子著 ぺりかん社

教育業界で働く 三井綾子著 ぺりかん社

ゲーム業界で働く 小杉眞紀著　山田幸彦著 ぺりかん社

幼稚園教諭になるには 大豆生田啓友著 ぺりかん社

特別支援学校教諭になるには 松矢勝宏編著 ぺりかん社

家族遺棄社会　孤立、無縁、放置の果てに。 菅野久美子〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ユーキャンの福祉住環境コーディネーター３級速習レッスン＆問題集 ユーキャン学び出版

「食べる」介護がまるごとわかる本　 菊谷武著 メディカ出版

コータリン＆サイバラの介護の絵本 神足裕司著　西原理恵子絵 文藝春秋

学力 学力格差を克服する 志水宏吉著 筑摩書房

大学 環境学部　中高生のための学部選びガイド 大岳美帆著 ぺりかん社

教育 問いのデザイン　創造的対話のファシリテーション 安斎勇樹著　塩瀬隆之著 学芸出版社

あのころ、うちのテレビは白黒だった　昭和の時代のふつうの暮らし 平野恵理子著 海竜社

世界ことわざ比較辞典 日本ことわざ文化学会編　 岩波書店

日常の不思議を物理学で知る　文系でもよくわかる 松原隆彦著 山と溪谷社

ビジュアル恐竜大図鑑　〈年代別〉古生物の全生態 ダレン・ナッシュ監修　 日経ナショナルジオグラフィック社

自然散策が楽しくなる！日本の生きもの図鑑 成島悦雄監修 池田書店

シマエナガ　もふもふ　ふわふわ 吉永勝啓著 河出書房新社

口から食べる幸せを守る　生きることは食べる喜び 小山珠美著 主婦の友社

人体大図鑑 坂井建雄監修 ニュートンプレス

認知症のある方も食べられるようになるスプーンテクニック 佐藤良枝著 日総研出版

骨髄ドナーやりました！ 水谷さるころ著 少年画報社
高次脳機能障害・発達障害・認知症のための邪道な地域支援養成講座　実戦編 粳間剛原作 三輪書店

発達障害チェックノート　自分が発達障害かもしれないと思っている人へ 福西勇夫著 法研

医者が教える女体大全　 宋美玄著 ダイヤモンド社

Ｑ＆Ａでよくわかる口から健康まるごとＢＯＯＫ 日本訪問歯科協会監修 現代書林

教えて！栄養素男子　気になるあの栄養素がよくわかる 女子栄養大学栄養クリニック監修 日本図書センター

簡単手作り石けん、ハンドジェル、ハンド＆マスクスプレー　 生活の木著 主婦の友社
図解でわかる１４歳からの水と環境問題 インフォビジュアル研究所著 太田出版
ひと目でわかる地球環境のしくみとはたらき図鑑 トニー・ジュニパー著 創元社

建築 世界の宮殿廃墟　華麗なる一族の末路 マイケル・ケリガン著 日経ナショナルジオグラフィック社

’８０ｓガールズファッションブック 竹村真奈編著 グラフィック社
ファッションスタイル・クロニクル　イラストで見る“おしゃれ”と流行の歴史 高村是州著 グラフィック社

育児 あんしん、やさしい最新離乳食オールガイド 堤ちはる監修 新星出版社

民俗

生物

医学

環境

流行

図書委員のおすすめ本コーナーできました☆彡

10月27日から、秋の読書週間が始まります。涼しくなってきたし、読書をしてみませんか？

　新着図書案内　　（8月27日～9月25日）

歴史

進路

福祉

通　常　開　館　時　間

やまねこ情報便 （月）～（金）

8：45～16：30

（月）

17：00～20：00
（水）（金）

18：00～21：00　津久井高校図書館通信　　2020年10月発行

　お知らせ



業界 会社四季報業界地図　２０２１年版 東洋経済新報社編 東洋経済新報社
ペット 家ねこ大全２８５　 藤井康一著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
食品 たまご大事典 高木伸一著 工学社

もっと知りたい鳥獣戯画 土屋貴裕監修・著　 東京美術
怖くて美しい名画 春燈社編 辰巳出版
もっと知りたいピカソ　生涯と作品 大高保二郎著　 東京美術

イラスト 魅せる！アイドル男子の描き方 ここかなた著 グラフィック社
写真集 東京、コロナ禍。 初沢亜利写真 柏書房
工作 ７日間でできる世界一美しいダンボールクラフト うぷあざ棟梁著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
音楽 都道府県別ご当地ソング大百科　県民性でひもとくご当地ソングの秘密 合田道人著 全音楽譜出版社

さかな・釣り検索　「特徴仕掛けさばき方」が分かる６７２頁超図鑑 つり人社編 つり人社

ｅスポーツ選手はなぜ勉強ができるのか すいのこ著 小学館
ことば マンガでおぼえるカタカナ語 齋藤孝著 岩崎書店

文法 「文」とは何か　愉しい日本語文法のはなし 橋本陽介著 光文社

英語 ヒップホップ英会話入門　 ＴＡＲＯ著 ＤＵ　ＢＯＯＫＳ

わたしの幸せな結婚　〔１〕 顎木あくみ〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
わたしの幸せな結婚　２ 顎木あくみ〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
わたしの幸せな結婚　３ 顎木あくみ〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
わたしの幸せな結婚　４ 顎木あくみ〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
半沢直樹　アルルカンと道化師 池井戸潤著 講談社
あの夏が飽和する。 カンザキイオリ著 河出書房新社
愛されなくても別に 武田綾乃著 講談社
山月記 中島敦著　ねこ助絵 立東舎
ニキ 夏木志朋著 ポプラ社
少年と犬 馳星周著 文藝春秋
俺の妹がこんなに可愛いわけがない　１５　黒猫ｉｆ　上 伏見つかさ〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
バベル九朔 万城目学〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
夜に駆ける　ＹＯＡＳＯＢＩ小説集 星野舞夜（ほか）著 双葉社
つぼみ 宮下奈都著 光文社
進撃の巨人　３２ 諫山創著 講談社
ワンパンマン　２２　光 村田雄介漫画 集英社

娯楽

小説

マンガ

美術

『ミヤ雑貨店の奇跡』 東野圭吾著 KADOKAWA

『 君の膵臓をたべたい』 住野よる著 双葉社

『星の子』 今村夏子著 朝日新聞出版

『知らないと恥をかく世界の大問題 ７ 』

池上彰著 KADOKAWA

『 絶対！恥をかかない敬語の使い方』 日本文芸社

『14歳からの社会学』 宮台真司著 筑摩書房

『君の膵臓をたべたい』 住野よる著 KADOKAWA 

『あの日の君を今も憶えている』

苑水真茅著 スターツ出版

『人間失格』 太宰治著 集英社

おすすめ本は、月に２回の展示替え♡

借りていくこともできます！


