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新着図書案内& №７
（２０１３．１１．２０ 発行 津東高校図書館）

秋も深まり、もうすぐ冬ですね。期末考査が近づいていて、今は本を読む余裕は
ないとは思いますが、ぜひ図書館へは来てくださいね。
なお、図書館では生徒の皆さんを通じて保護者の方へも貸出をしています。

＊終物語／上 西尾維新 ＊かぐや姫の物語／角川文庫 坂口理子
＊真夜中のパン屋さん／[４ ]／ポプラ文庫／ ＊お任せ！数学屋さん 向井湘吾
午前３時の眠り姫 大沼紀子 ＊あずかりやさん 大山淳子

＊劇場版ＳＰＥＣ～結（クローズ）～漸ノ篇／ ＊カフェ・デ・キリコ 佐藤まどか
角川文庫 豊田美加 ＊リボン 小川糸

＊よろず占い処陰陽屋 あらしの予感／ ＊いつも彼らはどこかに 小川洋子
ポプラ文庫ピュアフル 天野頌子

＊こころ 谷川俊太郎

＊空想科学読本／１４／名キャラ対決！どっ ＊けしゴム ＊にじ
ちがすごい！？編 柳田理科雄 まどみちお 詩／美智子選 訳／安野光雅 絵

＊日本語を味わう名詩入門／茨木のり子

135.2 パンセ／パスカル／「考える」ことが、すべてだ／ＮＨＫ「１００分ｄｅ名著」ブックス 鹿島茂

148.8 魚座の君へ 蠍座の君へ 乙女座の君へ 牡羊座の君へ 獅子座の君へ 鏡リュウジ

蟹座の君へ 牡牛座の君へ 双子座の君へ 天秤座の君へ
159.7 明日は、どうしてくるの？／１５歳の寺子屋 栗田亘

210.3 図説平泉／浄土をめざしたみちのくの都／ふくろうの本 大矢邦宣

210.4 図説・戦国合戦集／決定版／復元イラストでつづる詳細クロニクル 歴史群像編集部

232 ゼロからわかるローマ帝国 本村凌二

289.1 自分を愛する力／講談社現代新書 乙武洋匡

291 知らなかった！「県境」「境界線」９２の不思議 浅井建爾

295.3 ニューヨークを探して 岡田光世

302.1 キーワードで読む現代日本社会 中西新太郎

316.1 人権は国境を越えて／岩波ジュニア新書 伊藤和子

323.1 池上彰の憲法入門／ちくまプリマー新書 池上彰

331.1 高校生からの経済データ入門／ちくま新書 吉本佳生

331 経済学の３つの基本／経済成長、バブル、競争／ちくまプリマー新書 根井雅弘

331 ９９％のための経済学／教養編／誰もが共生できる社会へ 佐野誠

332.1 よくわかる日本経済入門／朝日新書 塚崎公義

332.1 日本経済図説／岩波新書 新赤版 宮崎勇

336.4 働くための「話す・聞く」／コミュニケーション力って何？／なるにはＢＯＯＫＳ 上田晶美

338.3 金融政策入門／岩波新書 新赤版 湯本雅士

361.4 池上彰と学ぶメディアのめ ＮＨＫ「メディアのめ」制作班

361.5 パックンのＡｒｅ Ｙｏｕ ａ国際人？ パトリック ハーラン

366.2 仕事発見！／生きること働くことを考える 毎日新聞社

366.2 わたし色の生き方／女子才彩／自分らしくはたらく１２人のリアルストーリー 石山智恵

366.3 家事労働ハラスメント／生きづらさの根にあるもの／岩波新書 新赤版 竹信三恵子

367.6 少女たちの昭和／らんぷの本 小泉和子

367.9 生まれてくるってどんなこと？／あなたと考えたい生と性のこと／中学生の質問箱 川松泰美

367.9 境界を生きる／性と生のはざまで 毎日新聞「境界を生きる」取材班

この案内は、家へ持ち帰って

保護者の方にも見ていただい

てください。

小説シリーズ最新刊

詩集

379.7 自分はバカかもしれないと思ったときに読む本／１４歳の世渡り術 竹内薫

383.1 世界のかわいい民族衣装 上羽陽子

407 子どもと読みたい科学の本棚／童話から新書まで／ヤングサイエンス選書 藤嶋昭

410.4 体感する数学 竹内薫

410 中学数学再入門／できる、やさしい、役に立つ／中公新書 中山理

420 ひらめきの物理学／身近な物理現象を７７のパズルとパラドックスで解き明かす マーク レヴィ

423 力学がわかる／力学の“森”をじっくり見わたす対話で読む力学案内／ファーストブック 表實

440 新・天文学事典／ブルーバックス 谷口義明

440 星の王子さまの天文ノート 縣秀彦

449.3 日本の四季と暦／旧暦で知る日本の豊かな１２か月 島崎晋

452 海のプロフェッショナル／２／楽しい海の世界への扉 窪川かおる

460.4 生命の逆襲 福岡伸一

460 生命科学がひらく未来／東京理科大学坊っちゃん科学シリーズ 東京理科大学出版センター

471.3 植物はそこまで知っている／感覚に満ちた世界に生きる植物たち ダニエル チャモヴィッツ

473.3 変形菌ずかん／森のふしぎな生きもの 川上新一

480.7 岩合光昭と動物園・水族館を歩く 岩合光昭

480.9 動物を守りたい君へ／岩波ジュニア新書 高槻成紀

481.7 深海世界
483.3 最新クラゲ図鑑／１１０種のクラゲの不思議な生態 三宅裕志

486.1 観察する目が変わる昆虫学入門 野村昌史

486.6 甲虫カタチ観察図鑑 海野和男 写真と文

487.8 ときめくカエル図鑑 高山ビッキ 文

489.5 ネコライオン 岩合光昭

491.3 リンパの科学／第二の体液循環系のふしぎ／ブルーバックス 加藤征治

491.3 からだの中の外界腸のふしぎ／ブルーバックス 上野川修一

501.6 自然エネルギーＱ＆Ａ／岩波ブックレット 自然エネルギー財団

501.6 エネルギーを選びなおす／岩波新書 新赤版 小澤祥司

521.8 日本名城探訪ガイドブック／もっとお城を楽しもう！ 歴史群像編集部

538.9 ロケットの科学／サイエンス・アイ新書 谷合稔

570 ものづくりの化学が一番わかる／身近な工業製品から化学がわかる 左巻健男

589.2 ファッションクロノロジー／エンパイアドレスからエシカルデザインまで ＮＪ．スティーヴンソン

596.6 ＤＩＳＮＥＹ愛を贈るおやつ ディズニーファン編集部

661.1 あぁ、そういうことか！漁業のしくみ 亀井まさのり

689.5 ディズニーの魔法のおそうじ／小学館１０１新書 安孫子薫

702.1 縄文美術館 小川忠博 写真

740.2 ユージン・スミス／水俣に捧げた写真家の１１００日 山口由美

740.2 カコちゃんが語る植田正治の写真と生活 増谷和子

763 楽器の科学／図解でわかる楽器のしくみと音のだし方／サイエンス・アイ新書 柳田益造

782.3 陸上競技駅伝・長距離／Ｐａｒｔ．３／強豪校の㊙練習法、教えます！
783.2 試合に勝つためのバレーボールフォーメーションＢＯＯＫ 吉川正博

783.4 サッカースターの少年時代／プロになった１６人の成長物語
783.5 テニス丸ごと一冊戦略と戦術／２／サービスキープは勝つための絶対条件 堀内昌一

813.1 辞書の仕事／岩波新書 新赤版 増井元

830.4 聖書をわかれば英語はもっとわかる 西森マリー

836.6 新・英語で日記を書いてみる／英語力が確実にＵＰする 石原真弓

837.7 英語対訳で読むイソップ寓話／じっぴコンパクト新書 牧野高吉

930.2 私が日本人になった理由／日本語に魅せられて ドナルド キーン

930.2 クマのプーさん 世界一有名なテディ・ベアのおはなし シャーリー ハリソン

933.7 アンネ・フランクについて語るときに僕たちの語ること ネイサン イングランダー

956 見知らぬ心臓 シャルロット ヴァランドレイ


