
請求記号 タイトル 著者等

007.64-E ワンス・アポン・アン・アルゴリズム 物語で読み解く計算 Martin Erwig著 高島亮祐訳

019.12-S １冊読み切る読書術 齋藤孝著

071-J 英文社説で読む平成 ジャパンタイムズ1989-2019 ジャパンタイムズ編

116-R 「ロンリ」の授業 論理的ってこういうことだったのか! 『ロンリのちから』制作班著

141.2-I 「感じる」を育てる本 THE BOOK OF FIVE SENSES レイチェル・イザドラ著

159.7-K 脱・呪縛 世界をカエル  １０代からの羅針盤 鎌田實著 こやまこいこ絵

159.8-S きみを変える５０の名言 谷川俊太郎、フジコ・ヘミングほか 佐久間博文 pon‐marsh絵

193.1-H 謎解き聖書物語 ちくまプリマー新書 長谷川修一著

193-K 上馬キリスト教会の世界一ゆるい聖書入門 上馬キリスト教会著

204-P 逆境だらけの人類史 英雄たちのあっぱれな決断 ビル・プライス著

210.3-Z <図解>古事記と日本書紀 くらべてみると面白いほどよくわかる！ ちはやぶる記紀神話研究会編

233.06-M 図説英国執事  新装版 貴族をささえる執事の素顔 村上リコ著

290.9-S 世界の国境を歩いてみたら… 行かなきゃわからない国境のサプライズ! 「世界の国境を歩いてみたら…」番組取材班著

302.38-N 北欧の小さな大国「スウェーデン」の魅力１５０ 西田孝広著

304-A 日本を殺すのは、誰よ！ 新井紀子著 ぐっちーさん著

304-Y 下から目線 車いす視点から社会を斬る 矢吹文敏著

310-F 図解はじめて学ぶみんなの政治 アレックス・フリスほか文

316.1-S 世界人権宣言 ビジュアル版 シェーヌ出版社編

332.06-M 14歳からの資本主義 君たちが大人になるころの未来を変えるために 丸山俊一著

333.8-M 未来を変える目標SDGsアイデアブック Think the Earth編著

361.3-I 交渉学が君たちの人生を変える 印南一路著

361.45-K リラックスのレッスン 緊張しない・あがらないために 鴻上尚史著

361.4-H 高校生からのリーダーシップ入門 ちくまプリマー新書 日向野幹也著

361-Y １０代からの社会学図鑑 クリス・ユールほか著

366.29-A 大人になったらしたい仕事 「好き」を仕事にした３５人の先輩たち 朝日中高生新聞編集部編

366.38-H 働く女子と罪悪感 浜田敬子著

367.68-I デートDV予防学 シングル単位思考法でわかる 伊田広行著

367.9-E LGBTと家族のコトバ LGBTER著

367.9-W 性の多様性ってなんだろう？ 中学生の質問箱 渡辺大輔著

369.38-K わたしは１３歳、シリア難民。 故郷が戦場になった子どもたち 国境なき子どもたち編著

370.4-O
0才から100才まで学び続けなくてはならない時代を生きる学ぶ人と
育てる人のための教科書

落合陽一著

371.42-A いじめ２．０ 新しいいじめとの戦い方 荒井隆一著

383.83-K 中世ヨーロッパのレシピ コストマリー事務局著

388.1-S クセがつよい妖怪事典 左古文男画と文 荒俣宏監修

407-H はじめてでもできてしまう科学英語プレゼン Philip Hawke著 太田敏郎著

410-M 数学と恋に落ちて 未知数に親しむ篇,方程式を極める篇 ダニカ・マッケラー著 

421-J 次元のすべて 私たちの世界は何次元なのか? ニュートンムック

430-T 「高校の化学」が一冊でまるごとわかる 竹田淳一郎著

431.11-G 元素キャラクター図鑑 化学のキホンがめちゃくちゃわかる！ 若林文高監修

465-S 図解身近にあふれる「微生物」が３時間でわかる本 左巻健男編著

489.56-H 犬であるとはどういうことか その鼻が教える匂いの世界 アレクサンドラ・ホロウィッツ著

489.57-A あかパン Baby Panda  パンダの赤ちゃん写真集 パイインターナショナル編著

新着図書案内

春休みに読もう！
この冬も、図書室には新しい本が続々と入っています。
ここでは12月～2月に入れた本の一部を紹介します。

自宅学習日や春休みの間、新しい学年での生活に向け、本からたくさんのことを吸収しましょう。

春休み貸出しは3月5日(火)、6日(水)、12日(火)、14日(木)に行います。
※延滞中の本がある人は貸出不可です

※貸出冊数の制限はありません
※開館は通常通り、礼拝後です
※返却期限は4月11日（木）です
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489.57-Y ムーン・ベアも月を見ている クマを知る、クマから学ぶ 山崎晃司著

491.3-O 終わっている臓器 もはや不要なのに存在する人体パーツ２１の秘密 坂井建雄監修

493.87-W インフルエンザ・ハンター ウイルスの秘密解明への１００年 ロバート・ウェブスター著

498.04-Y いのちの値段 医療と費用を巡る５０の物語 読売新聞医療部著

515-P 世界の美しい橋 パイインターナショナル編著

538.9-P 宇宙飛行士に聞いてみた！ 世界一リアルな宇宙の暮らしQ&A ティム・ピーク著 柳川孝二監修

548.3-S アンドロイド基本原則 誰が漱石を甦らせる権利をもつのか? 漱石アンドロイド共同研究プロジェクト編

594.3-H 犬のおさんぽニット サイズの選べる製図つき ひょうどうよしこ著

594.9-D ディズニーミニチュアドレス 飾っても、ドールに着せてもかわいい！

596.6-S チョコレートのお菓子 坂田阿希子著

596.6-Y イギリスお菓子百科 安田真理子著

596-B 魔法使いたちの料理帳 オーレリア・ボーポミエ著

596-H はじめての台湾料理 星野奈々子著

596-N 毎日ラクラク!中高生のお弁当３０４ 成沢正胡著

687.04-V グッド・フライト、グッド・ナイト パイロットが誘う最高の空旅 マーク・ヴァンホーナッカー著

727.8-A ペン１本で描くアート文字ハンドレタリング 朝日新聞出版編著

727.8-D 文字のデザイン ターゲットから発想する 視覚伝達ラボ・シリーズ デザインノート編集部編

757.3-S 日本の美しい色と言葉  完全保存版 配色アイデア手帖 桜井輝子著

762.3-K ベートーヴェンを聴けば世界史がわかる 文春新書 片山杜秀著

763.9-B 未来の<サウンド>が聞こえる 電子楽器に夢を託したパイオニアたち マーク・ブレンド著

769.91-O ボリショイ卒業 バレエダンサー岩田守弘 終わりなき夢の旅路 大前仁著

778.2-I イラストでわかる映画の歴史 いちばんやさしい映画教室 アダム・オールサッチ・ボードマン著

778.77-S 今日を生き延びるためにアニメーションが教えてくれること 佐分利奇士乃著

796.02-H 羽生善治×AI 長岡裕也著

813.4-U 美しい日本語選び辞典 ことば選び辞典

814.6-O 古文単語キャラ図鑑 かなり役立つ！ 岡本梨奈著

816.5-O 中高生からの論文入門 講談社現代新書 小笠原喜康著 片岡則夫著

910.26-H
アメリカは日本文化をどう読んでいるか
　村上春樹、吉本ばなな、宮崎駿、押井守

芳賀理彦著

913.6-A 砂に書いた名前 赤川次郎ホラーの迷宮 赤川次郎著

913.6-C 優しい死神の飼い方 光文社文庫 知念実希人著

913.6-H 手紙 文春文庫 東野圭吾著

913.6-H つくもがみ笑います 畠中恵著

913.6-H-15 おおあたり 新潮文庫 畠中恵著

913.6-I 攪乱者 実業之日本社文庫 石持浅海著

913.6-K-2 太陽ときみの声２ 明日の、もっと未来へ 川端裕人作

913.6-M ニャン氏の事件簿 創元推理文庫 松尾由美著

913.6-M 桜風堂ものがたり 村山早紀著

913.6-N 総理にされた男 宝島社文庫 中山七里著

913.6-N カムパネルラ版 銀河鉄道の夜 長野まゆみ著

913.6-O RDG レッドデータガール 氷の靴ガラスの靴 角川文庫 荻原規子著

913.6-O-3 風の海迷宮の岸 十二国記  2  新潮文庫 小野不由美著

913.6-S 日曜日の夕刊 新潮文庫 重松清著

913.6-S-4 花咲小路三丁目のナイト ポプラ文庫 小路幸也著

913.6-T この世にたやすい仕事はない 新潮文庫 津村記久子著

913.6-U 風と行く者 守り人外伝 上橋菜穂子作 佐竹美保絵

913.6-Y 本と鍵の季節 米澤穂信著

913.6-Y-4 世界が終わる前に BISビブリオバトル部  ３ 創元SF文庫 山本弘著

914.6-K 味見したい本 ちくま文庫 木村衣有子著

914.6-S 泣き虫しょったんの奇跡  完全版　 講談社文庫 瀬川晶司著

932-R ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 映画オリジナル脚本版 J.K.ローリング著

933-H The other boy 変化球男子【洋書】 M.G.Hennessey

933-M トンネルの向こうに マイケル・モーパーゴ作

933-W-2 ジーヴズの事件簿 大胆不敵の巻 文春文庫 P.G.ウッドハウス著

973-G ぼくたちは幽霊じゃない STAMP BOOKS ファブリツィオ・ガッティ作


