
NO 請求記号 書     名 ・ 巻  次 著    者 出版者
1 317-コ 公務員試験過去問題集地方初級’１７年版 北里敏明∥監修 成美堂出版
2 376-ア ルポ教育困難校 朝比奈/なを‖著 朝日新聞出版
3 376-コ 高卒認定スーパー実戦過去問題集'16-3 J-出版
4 404-ア-3 今さら聞けない科学の常識３ 朝日新聞科学医療部∥編 講談社
5 480-タ 悪のいきもの図鑑 竹内/久美子‖著 平凡社
6 520-ｳ 世界の建物事典 フィリップ・ウィルキンソン∥著 あすなろ書房
7 725-ロ モルフォ人体デッサン ミシェル・ローリセラ‖著 グラフィック社
8 763-ｺ 知識ゼロからのアコースティック・ギター入門 ゴンチチ∥監修 幻冬舎
9 813.1-ｷ 明鏡国語辞典 北原／保雄∥編 大修館書店

10 814-サ 大人の語彙力ノート 齋藤/孝‖著 SBクリエイティブ
11 830-ヤ 中学英語をもう一度ひとつひとつわかりやすく。 山田/暢彦‖監修 学研教育出版
12 835-ト 高校英文法をひとつひとつわかりやすく。 富岡/恵‖著 学研教育出版
13 837-ｴ 旅の指さし会話帳２１ 榎本／年弥∥著 情報センター出版局
14 923-リ 三体 劉/慈欣‖著 早川書房
15　
16

B-913.6-オ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか外
伝[1][3]

大森/藤ノ‖著 SBクリエイティブ

17 B-913.6-キ
-1-7-2

ようこそ実力至上主義の教室へ[1年生編]7.5 衣笠/彰梧‖著 KADOKAWA

18 E-726-ル たっぷり!!!コウペンちゃん るるてあ‖著 KADOKAWA

後期スクーリングが始まります。読書・レポート作成・調べもの・・・etc.　図書館をご利用下さいね。
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　　　　　心当たりのある人は、至急返してください。ご協力をお願いします。

　　　　　8月末に図書委員の力を借りて、蔵書点検を行いました。

　　　　　今回は18冊の本が行方不明になっていました。

　　今回オススメの1冊　⤵⤵⤵

 ⇨行方不明の本たち　　　　　　 本は借りて返す。このルールは絶対守る！

周りに期待をしなくなった人、どうせ誰も聞いてくれないやって、諦めてい
る人が読んでくれたらいいな…。（著者インタビューより）

『５２ヘルツのクジラたち』 町田そのこ

クジラは、10から39ヘルツの周波数で歌う。

でも中には52ヘルツの高い声で歌うクジラがいる。

それは、ほかの仲間と周波数が違うから、仲間と出会うことが

できない世界一孤独なクジラ。

52ヘルツの声で叫んでいた貴瑚は、たどり着いた海辺の町で、

52ヘルツの声すら出せない子どもと出会う。 クジラの話を分かち

合ううちに、子どもの52ヘルツの声を聴きたいと思うようになり、 やが

て、生きていくことを許せるようになっている自分自身に気づく。

自分には絶対特別な誰かがいることを信じてほしい、という著者の
思いが伝わります。
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ジャンル 請求記号 書　名:著者名
007-イ いちばんやさしいWordPressの教本　:石川/栄和他☆ ART GALLERY　　テーマで見る世界の名画
377-ウ 無料アプリ「Google Classroom」の導入と遠隔教育の実践　無料

アプリで始める遠隔教育入門：梅原/嘉介
152-ヘ 北欧に学ぶ好きな人ができたら、どうする?：アンネッテ・ヘアツォーク
159-キ 天才を殺す凡人　職場の人間関係に悩む、すべての人へ：北野/唯

我★
159-ワ 二枚腰のすすめ　鷲田清一の人生案内：鷲田/清一
160-ト☆ 目で見る宗教　何をめざして生きるのか?：ドーリング・キンダースリー

世界史 209-カ 世界史ON MAP　歴史は“場”で動いている：鎌田/雅治他 723-ラ
320-カ おとめ六法：上谷/さくら 726-ス
333-ア こどもSDGs　なぜSDGsが必要なのかがわかる本：秋山/宏次郎 727-カ
369-ス 大人になる・社会をつくる　若者の貧困と学校・労働・家族 751-カ
559-セ ざんねんな兵器図鑑：世界兵器史研究会 726-ヨ
686-テ 鉄道遺産をゆく　関東近郊の鉄道遺構をめぐる!
694-ヤ スマホ料金はなぜ高いのか：山田/明
366-タ 21世紀の新しい職業図鑑　未来の職業ガイド：武井/一巳
376-ゼ 全国大学内容案内号　志望校決定！
379-ウ ぼくの「自学ノート」：梅田/明日佳
379-ナ 勉強が死ぬほど面白くなる独学の教科書：中田/敦彦 519-イ
400-ト 科学のしくみ図鑑　インフォグラフィック版
402-ヤ 南極で心臓の音は聞こえるか　南極観測隊：山田/恭平
404-サ 科学はこう「たとえる」とおもしろい!：左巻/健男 519-ロ
410-オ☆ 目でみる数字：岡部/敬史他
410-ホ☆ 目で見る数学　[正]　美しい数・形の世界：ジョニー・ボール

物理 420-ハ 高校物理基礎をひとつひとつわかりやすく。：長谷川/大和
430-フ 高校化学基礎をひとつひとつわかりやすく。：船越/日出映
431-ウ☆ 目で見る化学　111種の元素をさぐる：ロバート・ウィンストン
451-イ 図解でわかる14歳から知る気候変動
457-ヘ 生物の進化大図鑑：マイケル・J.ベントン
460-ア カラー図解でわかる高校生物超入門：芦田/嘉之
460-ウ☆ 目で見る生命　生き残りをかけた戦い：ロバート・ウィンストン
460-ヒ 高校生物基礎をひとつひとつわかりやすく。：平山/寛之
467-イ はずれ者が進化をつくる　生き物をめぐる個性の秘密：稲垣/栄洋
467-ナ 遺伝子・DNAのすべて：夏/緑
470-ス 世界の花：マイケル・スコット
472-ナ 知っておきたい日本の絶滅危惧植物図鑑：長澤/淳一
480-イ ほろっと泣けるいきもの図鑑　ぜんぶホント!生命の物語
481-カ 図解大事典猛毒生物：加藤/英明
481-セ 眠れる美しい生き物：関口/雄祐
488-ミ 絶景・秘境に息づく世界で一番美しいペンギン図鑑：水口/博也
488-メ 世界の鳥：マット・メリット
489-コ オオカミと野生のイヌ：近藤/雄生
489-サ 家のネコと野生のネコ：澤井/聖一
489-ミ 絶景・秘境に息づく世界で一番美しいクジラ&イルカ図鑑：水口/博也
645-コ 世界のいぬ：アネット・コン　＊世界のねこ：ジェニファー・プリング
491-イ モヤモヤそうだんクリニック：池谷/裕二・ヨシタケ/シンスケ
491-ウ☆ 目で見る脳の働き　感じる心・考える力：ロバート・ウィンストン
491-カ 猛威をふるう「ウイルス・感染症」にどう立ち向かうのか：河岡/義裕他
491-ニ シリーズ人体 遺伝子　健康長寿、容姿、才能まで秘密を解明!
493-コ☆ 怪談に学ぶ脳神経内科：駒ケ嶺/朋子
493-ヒ 心と体を蝕む「ネット依存」から子どもたちをどう守るのか：樋口/進
496-オ APD「音は聞こえているのに聞きとれない」人たち　聴覚情報処理障
498-カ 病魔という悪の物語　チフスのメアリー：金森/修
498-ト☆ 目で見る栄養　食べ物が作るわたしたちの体：キンダースリー
498-ム コロナ後の世界を生きる　私たちの提言：村上/陽一郎

　①ヴィーナス　豊饒なる愛と美の女神②肖像画
姿とこころ　③風景画　自然との対話と共感④宗
教画　聖なるものへの祈り⑤ヌード　かぐわしき夢
⑥静物画　静かな物への愛着⑦風俗画　日常へ
のまなざし⑧歴史画　人間のものがたり⑨神話と
物語　創造の玉手箱⑩象徴と寓意　見えないも
ののメッセージ

Banksy's Bristol:HOME
この魔法は美しく儚き君へ：Spin
ニッポンの型紙図鑑：加茂/瑞穂
基礎からわかるはじめての陶芸
もしものせかい：ヨシタケ/シンスケ

ゴミ清掃員の日常　ミライ編　あたら
しい時代で、しあわせになるゴミ出し
術：滝沢/秀一他

14歳からの水と環境問題
グリーンパワーブック　再生可能エネ
ルギー入門
プラスチックのうみ：ミシェル・ロード
フード・マイレージ　あなたの食が地
球を変える：中田/哲也

まだ温かい鍋を抱いておやすみ：彩瀬/まる

いちねんかん：畠中/恵

赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。：青柳　碧人
法廷遊戯：五十嵐/律人
スキマワラシ：恩田/陸
晴れ、時々くらげを呼ぶ：鯨井/あめ
黒猫館　黒猫館　続：倉田/悠子
ドロシイ殺し＊ティンカー・ベル殺し：小林/泰三☆

一人称単数：村上春樹
四畳半タイムマシンブルース：森見/登美彦他
俺の残機を投下します：山田/悠介

DIABOLIK LOVERSアニメ公式◆ノベライズ☆
エッセイ914.6

図書館の子：佐々木/譲
首里の馬：高山　羽根子★
やわらかい砂のうえ：寺地/はるな
破局：遠野/遙★
少年と犬：馳/星周★

蜘蛛ですが、なにか?　13：馬場/翁☆

山怪2：田中/康弘　ジェリーフィッシュは凍らない：市川/憂人　シトロン坂を登ったら/月蝕の夜
の子守歌　2：白鷺/あおいロスジェネの逆襲：池井戸/潤　わたしのお人形　怪奇短篇集：瀬
川/貴次　記憶書店うたかた堂の淡々：野村/美月　幻庵　上中下：百田/尚樹　ビブリア古
書堂の事件手帖Ⅱ：三上/延　京都寺町三条のホームズ15：望月/麻衣

その女、ジルバ　1～5：有間しのぶ
SPY×FAMILY　1～4：遠藤達哉
さよならミニスカート　01：牧野/あおい
文豪ストレイドッグス　19/鬼滅の刃　21　☆

すべて忘れてしまうから：燃え殻
欲が出ました：ヨシタケ/シンスケ

ザリガニの鳴くところ：ディーリア・オーエンズ☆
クトゥルーの呼び声：H.P.ラヴクラフト☆

外国文学

コミックC

未知なるカダスを夢に求めて：H.P.ラヴクラフト☆

宇宙(そら)の彼方の色：H.P.ラヴクラフト☆
ミヒャエル・エンデ『モモ』　「豊かな」時間とは何か?

這い寄る混沌：H.P.ラヴクラフト☆
『ネクロノミコン』の物語：H.P.ラヴクラフト☆

生きも
の

新しい本　　　（2020/7月中旬～8月中旬）　　☆生徒リクエスト★おとなリクエスト
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