
→→図書館より 

「小論文対策の本が知りたい」 

「時事問題がわかる本」などの相談を

随時受け付けています！司書まで。 

 

 

 

 

 

 

 

★読書ポートフォリオ 2018 みんなのおすすめ本 

参加者 28人、合計 51冊のおすすめ本の紹介がありました。 

おすすめ本は図書館だよりで紹介するほか、図書館内で随時展示していきます。 

→→みんなのおすすめ本┯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★1学期によく読まれた本 

1位 「がんばる理由が、君ならいい」 0号室 

2位 「羊と鋼の森」 宮下奈都 

   「青くて痛くて脆い」 住野よる 

4位 「キミの目が覚めたなら」 中原尚志／麻衣 

5位 「はたらく細胞」 清水茜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★貸出の多いクラス 

1位 3-6 （204冊）  2位 3-7 （199冊）  3位 2-2 （180冊） 

学年別貸出合計 ／ 1年生 638冊／ 2年生 516冊／ 3年生 919冊 

 

★7～8月に入った本   ★はリクエストで入った本です 

請求記号 タイトル 著者 出版者 

031 朝日キーワード／２０１９ 朝日新聞出版 編 朝日新聞出版 

096 海女小屋はちまんかまど世界とつながる ★ 野村禮子 著 伊勢新聞社 

140 人生が大きく変わるアドラー心理学入門 ★ 岩井俊憲 著 かんき出版 

141.2 声のサイエンス／あの人の声は、なぜ心を揺さぶるのか 山崎広子 著 ＮＨＫ出版 

146.1 アルフレッド・アドラー人生に革命が起きる１００の言葉 ★ 小倉広 解説 ダイヤモンド社 

152.1 好きな人を忘れる方法があるなら教えてくれよ ★ ニャン 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

210.7 10 代に語る平成史 後藤謙次 岩波書店 

233 図説英国メイドの日常／ふくろうの本 村上リコ 著 河出書房新社 

289.1 マ 松浦武四郎入門／幕末の探検家 山本命 著 月兎舎 

289.3 ア アンネ・フランクに会いに行く／岩波ジュニア新書 谷口長世 著 岩波書店 

302.2 台湾の若者を知りたい／岩波ジュニア新書 水野俊平 著 岩波書店 

314.8 池上彰の中学生から考える選挙と未来 池上彰 監修 文溪堂 

331.8 市場って何だろう／自立と依存の経済学／ちくまプリマー新書 松井彰彦 著 筑摩書房 

336.5 一生使える見やすい資料のデザイン入門／プレゼン資料が劇的改善 森重湧太 著 インプレス 

337.8 くらべる値段 おかべたかし 文 東京書籍 

338 よくわかる銀行／仕事の内容から社会とのかかわりまで 戸谷圭子 監修 ＰＨＰ研究所 

338 マンガでわかるビットコインと仮想通貨 三原弘之 監修 池田書店 

345 イラストで学べる税金のしくみ／全 3 巻 大野一夫 著 汐文社 

361.4 本質をつかむ聞く力／ニュースの現場から／ちくまプリマー新書 松原耕二 著 筑摩書房 
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「京都寺町三条のホームズ」 

望月麻衣 著 

名前の通り京都のお話で、観光名所とか京

都の素敵なところがたくさん書いてありま

す。それに、骨董品のことも詳しく書いてあ

り、恋愛もあり、推理もあり、とても素敵な

作品です。マンガ化もしていて、今アニメも

やっています。 

「今日から始める簡単ソフトボール」 

丸山克俊 監修 

日本代表の方を初めとする 

たくさんの人が、ソフトボー 

ルに関わったことで人生がど 

うなったかというのが読んで 

いて楽しかった。ルールが細 

かく書かれており経験者の私でも「あ～これ

はわかりやすい！！」と感じる一冊だ。 
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1学期の貸出統計（4/1～8/28）

9月4日（火）は読書タイム

(頭髪服装指導）があります。

夏休み前に借りた本の期限も 

9月4日（火）です。 



366.2 臨床検査技師になるには／なるにはＢＯＯＫＳ 岩間靖典 著 ぺりかん社 

366.2 理学部・理工学部／なるにはＢＯＯＫＳ 佐藤成美 著 ぺりかん社 

366.2 教育学部／中高生のための学部選びガイド／なるにはＢＯＯＫＳ 三井綾子 著 ぺりかん社 

366.2 自衛官になる本／２０１８－２０１９ ★   イカロス出版 

367.2 男女平等はどこまで進んだか／女性差別撤廃条約から考える／岩波ジュニア新書 山下泰子 監修 岩波書店 

373.4 奨学金借りるとき返すときに読む本 柴田武男 編 弘文堂 

375.1 先生・保護者のためのスマホ読本／小学校保健室から発信！ 今津孝次郎 監修  学事出版 

375.9 あなた自身の社会／スウェーデンの中学教科書  新評論 

376.1 保育者論／新しい保育講座 汐見稔幸 編著 ミネルヴァ書房 

376.1 保育原理／新しい保育講座 渡邉英則 編著 ミネルヴァ書房 

377.9 先生は教えてくれない就活のトリセツ／ちくまプリマー新書 田中研之輔 著 筑摩書房 

378 発達障害のある高校生・大学生のための上手な体・手指の使い方 笹田哲 著 中央法規出版 

404 暮らしのなかのニセ科学／平凡社新書 ★ 左巻健男 著 平凡社 

410 数学を嫌いにならないで／基本のおさらい篇／岩波ジュニア新書 ダニカマッケラー 岩波書店 

410 数学を嫌いにならないで／文章題にいどむ篇／岩波ジュニア新書 ダニカマッケラー 岩波書店 

443.8 四季の星座図鑑 藤井旭 著 ポプラ社 

594 ミシンなしでかんたん！季節の手芸 全 4 巻  理論社 

601.1 みんなでつくるフェノロジーカレンダー／地域おこしに役立つ！  旬報社 

627.8 Ｉ ＬＯＶＥ盆栽／小粋で愛おしい盆栽ビジュアルブック 葉住直美 著 エムディエヌコーポレーション 

673.3 販売員の悩み解決大全 尾形圭子 著 日本能率協会マネジメントセンター 

673.7 ユニクロ対ＺＡＲＡ／日経ビジネス人文庫 齊藤孝浩 著 日本経済新聞出版社 

674.3 アイデアの接着剤 水野学 著 朝日新聞出版 

674.4 広告業界の仕事図鑑／みんなが憧れるプロフェッショナルの世界／先輩に聞いてみよう！ 宮嶋和明 編著 中央経済社 

674 毎日読みたい３６５日の広告コピー ＷＲＩＴＥＳ ＰＵＢＬＩＳＨＩＮＧ  ライツ社 

675.3 アウトプットのスイッチ 水野学 著 朝日新聞出版 

675 心理マーケティング１００の法則 酒井とし夫 著 日本能率協会マネジメントセンター 

726.1 ス 39 ちはやふる／３９ 末次由紀 著 講談社 

726.1 フ 32 ハイキュー！！／３２／３３ 古館春一 集英社 

726.5 雨のアト 深町なか 著 マガジンハウス 

754.9 かんたん！とびだす！わくわくポップアップ きむらゆういち 著 チャイルド本社 

783.4 平尾誠二 人を奮い立たせるリーダーの力 マガジンハウス 編 マガジンハウス 

783.7 ソフトボール得点を奪うための攻撃強化練習 二瓶雄樹 著 ベースボール・マガジン社 

783.7 高校球児に伝えたい！配球学・リード術 野村克也 著 東邦出版 

785.5 勝つ！ボート競技スカル・スウィープ上達のコツ５０／コツがわかる本 日本ボート協会監修 メイツ出版 

810.4 大人の言い換えハンドブック 話題の達人倶楽部  青春出版社 

816 だれでも書ける最高の読書感想文／角川文庫 齋藤孝 [著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

829.1 できる韓国語 中級Ⅰ／Ⅱ＜改訂版＞ 李志暎他 著 ＤＥＫＩＲＵ出版 

902 世界名作“ひとこと”劇場 ジョンアトキンソン  ハーパーコリンズ・ジャパン 

913.2 絵物語古事記 富安陽子 文 偕成社 

913.6 ５分後に切ないラスト／５分シリーズ エブリスタ 編 河出書房新社 

913.6 ア 僕は君に、１０年分の『 』を伝えたい。 ★ 天野アタル 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6 ア 放課後美術室／スターツ出版文庫 麻沢奏 著 スターツ出版 

913.6 イ 家庭教室 ★ 伊東歌詞太郎 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6 イ 3 下町ロケット／[３]／ゴースト 池井戸潤 著 小学館 

913.6 オ 僕は何度でも、きみに初めての恋をする。 沖田円 著 スターツ出版 

913.6 カ 20 新約とある魔術の禁書目録（インデックス）／２０ 鎌池和馬 [著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6 サ 異郷のぞみし／書き下ろし長編時代小説／双葉文庫 ★ 佐伯泰英 著 双葉社 

913.6 サ この世界にｉをこめて／メディアワークス文庫 ★ 佐野徹夜 [著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6 サ 東校舎、きみと紡ぐ時間／スターツ出版文庫 ★ 桜川ハル 著 スターツ出版 

913.6 サ １００回目の空の下、君とあの海で／スターツ出版文庫★ 櫻井千姫 著 スターツ出版 

913.6 シ ファーストラヴ 島本理生 著 文藝春秋 

913.6 シ 7 ソードアート・オンラインオルタナティブガンゲイル・オンライン／７ 時雨沢恵一 [著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6 タ 送り火 高橋弘希 著 文藝春秋 

913.6 ナ きみと泳ぐ、夏色の明日／スターツ出版文庫 ★ 永良サチ 著 スターツ出版 

913.6 ナ 3 ケーキ王子の名推理（スペシャリテ）／３／新潮文庫ｎｅｘ 七月隆文 著 新潮社 

913.6 ハ 世界は恋に落ちている／角川ビーンズ文庫 ＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓ  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6 ホ ｄｅｌｅ／角川文庫 本多孝好 [著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6 ホ ノーマンズランド ★ 誉田哲也 著 光文社 

913.6 マ 27 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争／２７／小学館文庫 ★ ママチャリ 著 小学館 

913.6 ミ 君の話 ★ 三秋縋 著 早川書房 

913.6 モ 10 京都寺町三条のホームズ／6～１０ ★ 望月麻衣 著 双葉社 

913.6 モ 3 わが家は祇園（まち）の拝み屋さん／３～4  ★ 望月麻衣 [著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6 ユ いつか、このどうしようもない想いが消えるまで ゆいっと 著 スターツ出版 

933 サ 世界名作ショートストーリー／２／サキ   理論社 

933 ド 名探偵ホームズ踊る人形／コナン・ドイル ショートセレクション アーサー コナン・ドイル  理論社 

933 ポ 世界名作ショートストーリー／５／ポー   理論社 


