
新着図書案内& №５
（２０１６．９．２３ 発行 津東高校図書館）

朝晩はめっきり涼しくなってきました。体調管理は大丈夫ですか？
「読書の秋」はもうそこまできています。
新しい本もいろいろ入っています。どんどん図書館に来てください。
保護者の方へも貸出をしています。

＊西一番街ブラックバイト／池袋ウエストゲート ＊コンビニ人間 芥川賞受賞作 村田沙耶香
パーク/１２ 石田衣良 ＊海の見える理髪店 直木賞受賞作 荻原浩

＊掟上今日子の家計簿 西尾維新 ＊危険なビーナス 東野圭吾
＊撫物語 西尾維新 ＊アンマーとぼくら 有川浩
＊表参道高校合唱部！／３／１００００回だめ ＊ずっと前から好きでした。／告白実行委員
でへとへとになっても 桑畑絹子 会／角川つばさ文庫 香坂茉里
＊おおあたり／「しゃばけ」シリーズ 畠中恵 ＊天才 石原慎太郎
＊「悩み部」の成長と、その緊張。 麻希一樹 ＊陸王 池井戸潤
＊新約とある魔術の禁書目録／１６／電撃文庫 ＊私の消滅 中村文則

鎌池和馬 ＊ＣＯＬＯＲＳ カスヤナガト
＊カゲロウデイズ／７／ＫＣＧ文庫／ｆｒｏｍ ｔｈｅ ＊少女ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭＮ 最果タヒ
ｄａｒｋｎｅｓｓ じん（自然の敵Ｐ） ＊歌姫メイの秘密 伊藤たかみ
＊櫻子さんの足下には死体が埋まっている／10 ＊ラジオラジオラジオ！ 加藤千恵
／八月のまぼろし／角川文庫 太田紫織 ＊ななもりやま動物園の奇跡／メディアワー
＊鍵屋甘味処改／４／夏色子猫と和菓子乙女 クス文庫 上野遊
／集英社オレンジ文庫 梨沙 ＊青空エール／映画ノベライズ／集英社オ
＊下鴨アンティーク／４／神無月のマイ・フェア・ レンジ文庫 下川香苗
レディ／集英社オレンジ文庫 白川紺子 ＊小説君の名は。／角川文庫 新海誠

＊最後の晩ごはん／６／旧友と焼きおにぎり／ ＊受験のシンデレラ／小学館文庫 和田秀樹

角川文庫 椹野道流 ＊ルドルフとイッパイアッテナ／講談社文庫
＊京都寺町三条のホームズ／５／シャーロキア 斉藤洋
ンの宴と春の嵐／双葉文庫 望月麻衣 ＊バスケの神様／揉めない部活のはじめ方

＊水族館ガール／３／実業之日本社文庫 ／集英社オレンジ文庫 木崎菜菜恵
木宮条太郎 ＊エースナンバー／雲は湧き、光あふれて

＊ホーンテッド・キャンパス／９／春でおぼろで ／集英社オレンジ文庫 須賀しのぶ
桜月／角川ホラー文庫 櫛木理宇 ＊ソードアート・オンライン／電撃文庫 川原礫

＊幽落町おばけ駄菓子屋／７／夕涼みの蝉時 ＊ソードアート・オンラインプログレッシブ
雨／角川ホラー文庫 蒼月海里 ／電撃文庫 川原礫

＊サッカーボーイズ卒業／ラストゲーム／角川 ＊とある魔術の電脳戦機（バーチャロン）／
文庫 はらだみずき 電撃文庫 鎌池和馬
＊恋色に咲け／告白予行練習／５／角川ビーン ＊仮面同窓会／幻冬舎文庫 雫井脩介
ズ文庫 藤谷燈子 ＊記憶屋／角川ホラー文庫 織守きょうや

＊君にさよならを言わない／２／宝島社文庫 ＊ちょっと今から仕事やめてくる／メディアワ
七月隆文 ークス文庫 電撃小説大賞[メディアワー

＊立華高校マーチングバンドへようこそ／前編 クス文庫賞]受賞作 北川恵海
／響け！ユーフォニアムシリーズ／宝島社文庫 ＊アリス・イン・ワンダーランド～時間の旅～

武田綾乃 ／宝島社文庫 カリ・サザーランド

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。

人気シリーズ最新刊

夏休み特別貸出の本の返却期限は
８月２９日でした。

まだ本を返していない人は、至急返却してください！！

話題の小説

019.9 前に進むための読書論／東大首席弁護士の本棚／光文社新書 山口真由
041 高校生と考える世界とつながる生き方／桐光学園大学訪問授業 桐光学園中学校・高等学校

159.8 挑み続ける力／ＮＨＫ出版新書 ＮＨＫ「プロフェッショナル」制作班
209 戦争とは何だろうか／ちくまプリマー新書 西谷修
210.1 １０分で読む日本の歴史／岩波ジュニア新書 ＮＨＫ「１０ｍｉｎ．ボックス」制作班
210.4 分裂から天下統一へ／岩波新書 新赤版 村井章介
210.7 語り遺す戦場のリアル／岩波ブックレット 共同通信「戦争証言」取材班
210.7 綾瀬はるか「戦争」を聞く／２／岩波ジュニア新書 ＴＢＳテレビ『ＮＥＷＳ２３』取材班
210.7 ３０代記者たちが出会った戦争／激戦地を歩く／岩波ジュニア新書 共同通信社会部
222 天下と天朝の中国史／岩波新書 新赤版 檀上寛
289.2 孫文／近代化の岐路／岩波新書 新赤版 深町英夫
289.3 ハッブル／宇宙を広げた男／岩波ジュニア新書 家正則
291.1 札幌／小樽／ことりっぷ
291.7 古代出雲を歩く／岩波新書 新赤版 平野芳英
292.5 未来国家ブータン／集英社文庫 高野秀行
310 学校が教えないほんとうの政治の話／ちくまプリマー新書 斎藤美奈子
319.2 南シナ海でなにが起きているのか／米中対立とアジア・日本／岩波ブックレット 山本秀也
321 法的思考のすすめ 陶久利彦
321 高校生からの法学入門 中央大学法学部 編
323.1 文学部で読む日本国憲法／ちくまプリマー新書 長谷川櫂
329.3 伊勢志摩サミットの記録／ようこそ、三重県へ 伊勢新聞社 編
331 経済学のセンスを磨く／日経プレミアシリーズ 大竹文雄
332.5 スティグリッツ教授のこれから始まる「新しい世界経済」の教科書 ジョセフ Ｅ．スティグリッツ
336.3 サイロ・エフェクト／高度専門化社会の罠 ジリアン テット
361 ２１世紀社会とは何か／「現代社会学」入門 船津衛 ほか
367.7 老人漂流社会／他人事ではない“老後の現実” ＮＨＫスペシャル取材班
371.4 子ども おとな 社会／子どものこころを支える教育臨床心理学 高田知惠子 編
376.1 ふじようちえんのひみつ／世界が注目する幼稚園の園長先生がしていること 加藤積一
451.8 地球温暖化は解決できるのか／パリ協定から未来へ！／岩波ジュニア新書 小西雅子
460 生命の始まりを探して僕は生物学者になった／１４歳の世渡り術 長沼毅
480.4 獣医さんだけが知っている動物園のヒミツ人気者のホンネ 北澤功 監修
481.7 先生、イソギンチャクが腹痛を起こしています！／鳥取環境大学の森の人間動物行動学 小林朋道

498.1 ルポ看護の質／患者の命は守られるのか／岩波新書 新赤版 小林美希
498.1 クリニック・薬局で働く人たち／しごとの現場としくみがわかる！ 橋口佐紀子
520.4 人が集まる建築／環境×デザイン×こどもの研究／講談社現代新書 仙田満
537.2 ディーゼル車に未来はあるか／排ガス偽装とＰＭ２．５の脅威／岩波ブックレット 杉本裕明
615.8 鳥獣害／動物たちと、どう向きあうか／岩波新書 新赤版 祖田修
645.6 ドッグトレーナー・犬の訓練士になるには／なるにはＢＯＯＫＳ 井上こみち
723 新怖い絵 中野京子
726.1 ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ勝利学 山田吉彦
764.6 ブラバン甲子園大研究／高校野球を１００倍楽しむ 梅津有希子
764.6 ブラバンキッズ・ラプソディー／野庭高校吹奏楽部と中澤忠雄の挑戦 石川高子
771.7 声優なれるかな？／声優お仕事コミックエッセイ 逸架ぱずる
774 歌舞伎一年生／チケットの買い方から観劇心得まで／ちくまプリマー新書 中川右介
778.7 ジブリの仲間たち／新潮新書 鈴木敏夫
778.7 エンピツ戦記／誰も知らなかったスタジオジブリ 舘野仁美
789.8 Ｔｈｅ ＮＩＮＪＡ－忍者ってナンジャ！？－公式ブック 「Ｔｈｅ ＮＩＮＪＡ～」実行委員会 監修
810.7 やさしい日本語／多文化共生社会へ／岩波新書 新赤版 庵功雄
810 学校では教えてくれないゆかいな日本語／１４歳の世渡り術 今野真二
830.7 楽しく習得！英語多読法／ちくまプリマー新書 クリストファー ベルトン

【分類】

２年生修学旅行

北海道コーナー設置中！


