
請求記号 書名 著者名 出版者 一言メモ

015.2-F １００万回死んだねこ 覚え違いタイトル集 福井県立図書館編著 講談社

019.5-H １０代のための読書地図　別冊本の雑誌 本の雑誌編集部編 本の雑誌社 先生おすすめ

130.2-M 聖書を読んだら哲学がわかった　キリスト教で解きあかす「西洋哲学」超入門 MARO 日本実業出版社

159.7-H 自分をたいせつにする本　ちくまプリマー新書 服部みれい 筑摩書房

159.7-J ミライを生きる君たちへの特別授業　岩波ジュニアスタートブックス ジュニスタ編集部編 岩波書店

188.8-S 心をととのえるスヌーピー　悩みが消えていく禅の言葉
チャールズ・M.シュルツ原著 谷

川俊太郎訳
光文社

198.38-S ひとりで死なせはしない　日本人牧師、アメリカでコロナ患者を看取る 関野和寛 日本キリスト教団出版局

198.38-S 天国なんてどこにもないよ　それでもキリストと生きる 関野和寛 教文館

210.32-K 知られざる古墳ライフ  え?ハニワって古墳の上に立ってたんですか!? 譽田亜紀子 誠文堂新光社

210.36-C 地図でスッと頭に入る平安時代 繁田信一監修 昭文社

280.4-S 声をあげて、世界を変えよう！よりよい未来のためのU３０の言葉 アドーラ・スヴィタク DU BOOKS SDGｓ

290.9-S
やった。　　4年3カ月も有給休暇をもらって世界一周5万5000キロを

自転車で走ってきちゃった男
坂本達写真・文 三起商行

中3国語

関連

290-C 世界なんでもランキング　地球の歩き方的！地球の歩き方 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

291.36-O 見つける東京
岡部敬史文

山出高士写真
東京書籍

291.99-O 沖縄のトリセツ　地図で読み解く初耳秘話 昭文社 他11県あり

293.09-S オリエント急行　究極の豪華寝台列車のすべて  見て楽しむ、読んで旅する 櫻井寛写真・文 世界文化社

293.5-P いつか旅してみたいフランスの美しい村１００ パイインターナショナル編著 パイインターナショナル

302.1-H 「日本」ってどんな国?　国際比較データで社会が見えてくる　ちくまプリマー新書 本田由紀 筑摩書房

302.27-Y ぼくらはひとつ空の下 シリア内戦最激戦地アレッポの日本語学生たちの1800日
優人(アフマド・アスレ)著

小澤祥子取材・文
三元社

304-B 他者の靴を履く　アナーキック・エンパシーのすすめ ブレイディみかこ 文藝春秋

304-N ２０３０未来への分岐点　持続可能な世界は築けるのか NHKスペシャル取材班編著 NHK出版

316.8-R 14歳から考えたいレイシズム アリ・ラッタンシ すばる舎

320-O 法は君のためにある みんなとうまく生きるには? ちくまQブックス 小貫篤著 筑摩書房

330-Y 経済ってなんだ?　世界一たのしい経済の教科書 山本御稔 SBクリエイティブ

333.8-W
WE HAVE A DREAM

201 countries ２０１ dreams with sustainable development goals

WORLD DREAM

PROJECT編
いろは出版 先生おすすめ

335.8-S ファッションの仕事で世界を変える　エシカル・ビジネスによる社会貢献　ちくまプリマー新書 白木夏子 筑摩書房 SDGｓ

361.4-K 見た目が気になる「からだ」の悩みを解きほぐす２６のヒント　１４歳の世渡り術 河出書房新社編 河出書房新社

361.8-I 格差と分断の社会地図１６歳からの<日本のリアル> 石井光太著 日本実業出版社 SDGｓ

367.9-E みんな自分らしくいるためのはじめてのLGBT　ちくまプリマー新書 遠藤まめた 筑摩書房

369.3-S 図解身近にあふれる「自然災害」が３時間でわかる本 左巻健男編著 明日香出版社

369.49-M 夢中になれる小児病棟　子どもとアーティストが出会ったら 松本惠里 英治出版

369.4-Y つながり続けるこども食堂 湯浅誠 中央公論新社 SDGｓ

376.3-B
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー

The Real British Secondary School Days　新潮文庫
ブレイディみかこ 新潮社 人気作文庫化

376.3-B-2
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー　2

 The Real British Secondary School Days
ブレイディみかこ 新潮社 人気作続編

383.1-U 名画のドレス　拡大でみる６０の服飾小事典 内村理奈 平凡社

404-U 教科書の外で出会う、ぼくらの身のまわりの理科  14歳の世渡り術 うえたに夫婦 河出書房新社

410.79-S 最強に面白い!!数学パズル　ニュートン式超図解 ニュートンプレス

410.9-N まるさんかく論理学　数学的センスをみがく　中公文庫 野崎昭弘 中央公論新社

420.4-S プリンセス・フィリシア物理の迷宮に挑む！ 佐藤実 オーム社

450-M 宮沢賢治と学ぶ宇宙と地球の科学　１～５ 西村昌能  柴山元彦編 創元社

460.4-I 小説みたいに楽しく読める生命科学講義 石浦章一 羊土社

480.76-P 世界の美しい動物園と水族館 パイインターナショナル編著 パイインターナショナル

489.47-W おもしろいネズミの世界　知れば知るほどムチュウになる 渡部大介 緑書房

490-O 未来の医療で働くあなたへ １４歳の世渡り術 奥真也 河出書房新社

492.91-H フライトナースの秘密　ドクターヘリで出動する救急看護師の仕事 菱沼秀一 彩流社

493.74-M 世界一やさしい依存症入門やめられないのは誰かのせい?　１４歳の世渡り術 松本俊彦著 河出書房新社

493.8-S 図解身近にあふれる「感染症」が３時間でわかる本 左巻健男，桝本輝樹編著 明日香出版社

冬休みに読もう！　～9～11月新着図書の一部を紹介～
図書室で探すときは「請求記号」＝背表紙ラベルの情報　をヒントにしましょう

冬休み貸出は
12/14～12/17
貸出冊数無制限！
初日12/14のみ7:40開館！
※12/13は貸出できません

ロック牧師
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498.7-N 海をわたった母子手帳かけがえのない命をまもるパスポート 中村安秀 旬報社 SDGｓ

519-S 脱プラスチックデータで見る課題と解決策　ナショナルジオグラフィック別冊 レイチェル・サルト
日経ナショナルジオグラ

フィック社 SDGｓ

538.9-R るるぶ宇宙　探査の最前線から未来の旅行プランまで徹底ガイド 林公代監修 JTBパブリッシング

593.36-K 基礎から楽しく学ぶファッション画　人物・アイテム・コーディネートの描き方 木村知世
エムディエヌコーポレー

ション

594.6-Y アレンジいっぱい!ハンドメイドのリボンBOOK 山口路子 KADOKAWA

596.6-M ムラヨシフルーツパーラー　手軽な材料でつくる果物のお菓子 ムラヨシマサユキ NHK出版

596.6-O 絵本のお菓子momo book 太田さちか マイルスタッフ

611.32-I SDGs時代の食べ方 世界が飢えるのはなぜ? ちくまQブックス 井出留美 筑摩書房 SDGｓ

645.6-M 犬が伝えたかったこと 三浦健太編著 サンクチュアリ出版 先生おすすめ

645.9-M うさことば辞典 グラフィック社編集部編 グラフィック社

674.3-P ミレニアル+Z世代の心に響くデザイン パイインターナショナル編著 パイインターナショナル

674-I 心ゆさぶる広告コピー　その言葉は、あなたの人生とつながっている 岩崎亜矢選・解説文 パイインターナショナル

706.9-K 目の見えない白鳥さんとアートを見にいく 川内有緒 集英社インターナショナル

726.1-I いまを生き抜くマンガの言葉　わたしたちにはマンガが必要だ 池田書店編集部編 池田書店

726.1-K マンガノミカタ 創作者と研究者による新たなアプローチ こうの史代ほか 樹村房

727-K 世界ピクト図鑑　サインデザイナーが集めた世界のピクトグラム 児山啓一 ビー・エヌ・エヌ

769.9-T
トウシューズのすべて
歴史から、作り方、選び方、履き方、踊り方、鍛え方まで「ポワント」を徹底分析!

富永明子編著 誠文堂新光社

775.4-I 井上芳雄のミュージカル案内 SB新書 井上芳雄 SBクリエイティブ

783.6-I 卓球語辞典　卓球にまつわる言葉をイラストと豆知識でピンポンと読み解く 伊藤条太　 掛丸翔絵 誠文堂新光社

798.5-T みんなで楽しむeスポーツ　多様性とICTの時代に即した新しいスポーツの可能性 田簔健太郎編 山川出版社

813.1-S 国語辞典を食べ歩く サンキュータツオ 女子栄養大学出版部

814.5-K 気持ちを表すことばの辞典 飯間浩明監修 ナツメ社

834-T 英語でオノマトペ表現　日本語の豊かな擬音語擬態語を英語でこう言う ルーク・タニクリフ アルク

911.307-N 夏井いつきの俳句道場NHK俳句 夏井いつき NHK出版

913.6-A 水野瀬高校放送部の四つの声　ハヤカワ文庫 青谷真未 早川書房

913.6-A 階段にパレット 東直子 ポプラ社

913.6-A みとりねこ 有川ひろ 講談社

913.6-A The travelling cat chronicles　旅猫リポート【洋書】
有川ひろ

Philip Gabriel訳
Doubleday

913.6-A-2-2 追憶の烏[八咫烏シリーズ]  2-2 阿部智里著 文藝春秋

913.6-C 祈りのカルテ　角川文庫 知念実希人 KADOKAWA リクエスト

913.6-H 言葉の園のお菓子番　見えない花　だいわ文庫 ほしおさなえ 大和書房

913.6-H-14 怪盗クイーン煉獄金貨と失われた城　講談社青い鳥文庫 はやみねかおる 講談社

913.6-H-18 都会のトム&ソーヤ　18　未来からの挑戦　YA!ENTERTAINMENT はやみねかおる 講談社

913.6-K 医学のつばさ 海堂尊 KADOKAWA

913.6-M ミッキーマウスの憂鬱ふたたび　新潮文庫　 松岡圭祐 新潮社

913.6-M ３０センチの冒険　文春文庫 三崎亜記 文藝春秋

913.6-M ヒトコブラクダ層ぜっと　上下 万城目学 幻冬舎

913.6-M-8 水族館ガール　８　実業之日本社文庫 木宮条太郎 実業之日本社

913.6-N やさしい猫 中島京子著 中央公論新社

913.6-O とにもかくにもごはん 小野寺史宜 講談社

913.6-O-13 オーダーは探偵に13　珈琲エメラルドは謎解きの薫りに包まれて 近江泉美 KADOKAWA 最終巻

913.6-O-3 エチュード春一番幻想組曲<狼>角川文庫 荻原規子 KADOKAWA

913.6-T 線は、僕を描く 　講談社文庫 砥上裕將 講談社 本屋大賞3位

913.6-U The beast player　獣の奏者【洋書】
上橋菜穂子

Cathy Hirano訳

Pushkin

Children'sBooks

「アンのゆりか

ご」英訳者

914.6-O-2 みらいめがね２　苦手科目は「人生」です 荻上チキ,ヨシタケシンスケ 暮しの手帖社

929.1-C ミカンの味 チョナムジュ 朝日新聞出版 韓国話題作家

933-D ミスエデュケーション エミリー・M.ダンフォース サウザンブックス社

933-E 分解系女子マリー クリス・エディソン 小学館

933-M ぼく モグラ キツネ 馬　
チャーリー・マッケジー

川村元気訳
飛鳥新社

英語版あり

先生おすすめ

933-R ハリー・ポッターと呪いの子舞台脚本愛蔵版  上下 J.K.ローリングほか 静山社

書影はすべて「版元ドットコム」より使用が許可されたものを掲載しています。


