
378-U 「うちの子は字が書けないかも」と思ったら 宇野彰 ポプラ社
388-K 桃太郎は盗人なのか? 倉持よつば 新日本出版社
410-N 世にも美しき数学者たちの日常 二宮敦人 幻冬舎
460-F 最後の講義完全版　福岡伸一 福岡伸一 主婦の友社
488-ﾏ カラスの教科書　(講談社文庫) 松原始 講談社
489-G キリン解剖記 郡司芽久 ナツメ社
498-K 自律神経を整える「あきらめる」健康法　(角川oneテーマ21) 小林弘幸 KADOKAWA
498-K 病魔という悪の物語　(ちくまプリマ―新書) 金森修 筑摩書房
596-K 週末が楽しくなる再現ごはん かっちゃん KADOKAWA
689-K ディズニー夢をかなえる神様が教えてくれたこと 鎌田洋 SBクリエイティブ
778-O 最後の講義完全版　大林宣彦 大林宣彦 主婦の友社
778-Y あなただけの、咲き方で 八千草薫 幻冬舎
783-N 超二流　(ポプラ新書) 野村克也 ポプラ社
783-ﾉ-1 負けに不思議の負けなし　上　（朝日文庫） 野村克也 朝日新聞出版
783-ﾉ-2 負けに不思議の負けなし　下　（朝日文庫） 野村克也 朝日新聞出版
796-H 決断力　(角川oneテーマ21) 羽生善治 KADOKAWA
911-ﾐ 妄想とツッコミでよむ万葉集　(だいわ文庫) 三宅香帆 大和書房
913-ｱ ぼくたちはきっとすごい大人になる　(光文社文庫) 有吉玉青 光文社
913-ｱ-7 これは経費で落ちません!　７　(集英社オレンジ文庫) 青木祐子 集英社
913-ｲ 青ノ果テ　(新潮文庫nex) 伊与原新 新潮社

請求記号 書 名 著者名 出 版 者 913-ｲ 愛を知らない 一木けい ポプラ社
007-K YouTube革命 ロバート・キンセル 文藝春秋 913-ｵ シャガクに訊け! 大石大 光文社
081-I-1806 草原の制覇　(岩波新書) 古松崇志 岩波書店 913-ｻ さよなら世界の終わり (新潮文庫nex) 佐野徹夜 新潮社
081-I-1813 大岡信『折々のうた』選　短歌一　(岩波新書) 大岡信 岩波書店 913-ｻ サブキャラたちのグリム童話 斉藤洋 偕成社
081-I-1814 大岡信『折々のうた』選　短歌ニ　(岩波新書) 大岡信 岩波書店 913-ｻ サブキャラたちの日本昔話 斉藤洋 偕成社
081-I-1815 大岡信『折々のうた』選　詩と歌謡　(岩波新書) 大岡信 岩波書店 913-ｼ きみの町で (新潮文庫) 重松清 新潮社
081-I-1829 教育は何を評価してきたのか　(岩波新書) 本田由紀 岩波書店 913-ﾀ 首都感染　(講談社文庫) 高嶋哲夫 講談社
081-I-1830 世界経済図説　(岩波新書) 宮崎勇 岩波書店 913-ﾂ-1 東京會舘とわたし　旧館　上　(文春文庫) 辻村深月 文藝春秋
081-I-1831 5G　(岩波新書) 森川博之 岩波書店 913-ﾂ-2 東京會舘とわたし　新館　下　(文春文庫) 辻村深月 文藝春秋
081-I-1832 「勤労青年」の教養文化史　(岩波新書)　 福間良明 岩波書店 913-ﾃ 水を縫う 寺地はるな 集英社
081-I-914 読解力を身につける　(岩波ジュニア新書) 村上慎一 岩波書店 913-ﾄ-1 イダジョ!　医大女子　（ハルキ文庫） 史夏ゆみ 角川春樹事務所
081-I-915 きみのまちに未来はあるか?　(岩波ジュニア新書) 除本理史 岩波書店 913-ﾄ-2 イダジョ!　研修医編　（ハルキ文庫） 史夏ゆみ 角川春樹事務所
081-I-916 博士の愛したジミな昆虫　(岩波ジュニア新書) 金子修治 岩波書店 913-ﾅ わたしの美しい庭 凪良ゆう ポプラ社
081-I-917 有権者って誰?　(岩波ジュニア新書) 藪野祐三 岩波書店 913-ﾉ 宇宙でいちばんあかるい屋根　(光文社文庫) 野中ともそ 光文社
104-ﾅ 子どものための哲学対話　（講談社文庫） 永井均 講談社 913-ﾊ 帰宅部ボーイズ　(幻冬舎文庫) はらだみずき 幻冬舎
114-I 最後の講義完全版　石黒浩 石黒浩 主婦の友社 913-ﾋ とりつくしま　(ちくま文庫) 東直子 筑摩書房
141-T 繊細さんが「自分のまま」で生きる本 武田友紀 清流出版 913-ﾌ 手のひらの音符　 (新潮文庫) 藤岡陽子 新潮社
159-H-1 大勢の中のあなたへ　１ ひきたよしあき 朝日学生新聞社 913-ﾐ 物語のおわり　(朝日文庫) 湊かなえ 朝日新聞出版
159-H-2 大勢の中のあなたへ　２ ひきたよしあき 朝日学生新聞社 913-ﾕ 注文の多い料理小説集　(文春文庫) 柚木麻子 文藝春秋
159-H-3 大勢の中のあなたへ　３ ひきたよしあき 朝日学生新聞社 914-ｱ かんがえる子ども 安野光雅 福音館書店
159-K Disneyディズニーヒロインの生きる道 小宮山みのり 講談社 914-ｷ こころに響く方丈記 木村耕一 1万年堂出版
159-S 最後の講義完全版　西原理恵子 西原理恵子 主婦の友社 914-ｻ コンプレックス・プリズム 最果タヒ 大和書房
159-S 本当の「頭のよさ」ってなんだろう? 齋藤孝 誠文堂新光社 914-ｻ お金本 左右社編集部 編 左右社
159-ｼ 志村流　（王様文庫） 志村けん 三笠書房 914-ｾ ファミリーデイズ　(集英社文庫) 瀬尾まいこ 集英社
159-ﾋ あなたの人生が変わる奇跡の授業　（王様文庫） 比田井和孝 三笠書房 914-ﾔ ゴリラからの警告「人間社会、ここがおかしい」 山極寿一 毎日新聞出版
304-I-3 知らないと恥をかく世界の大問題　３ 池上彰 角川マガジンズ 933-ﾊ 夏への扉 新装版 ロバート・A・ハインライン 早川書房
319-Y 知ってはいけない　(講談社現代新書) 矢部宏治 講談社 953-ｶ ペスト　 (新潮文庫) カミュ 新潮社
366-N なぜ僕らは働くのか 池上彰 学研プラス
367-N 東京貧困女子。 中村淳彦 東洋経済新報社

先月・今月入った新しい本

お知らせ
　いつも月1回の発行をしている「図書館だより」ですが、先月発行ができず、2ヶ月分の
新刊紹介になっています。この中には、「教員推薦図書」で先生方が紹介して下さった本
も入っているため、今月の司書のおススメ本の掲載は見送ります。
　読書感想文コンクールの締め切りは、9月19日(土)です。全員提出ですので、忘れずに
書いてくださいね。

　図書館だより　　 7・8月号    　　　2020年8月26日

立川女子高等学校図書館　　

　先月、教員推薦図書冊子を皆さんにお配りしました。
 普段読まないジャンルの本も読んでもらいたいと、先生たちが高校生
でも十分読める本を紹介しています。
 恋愛小説しか読まない、ボカロ小説しか読まない、ホラー小説しか読ま
ない…もったいないです。世の中にあるたくさんの本を知って、自分の
世界をひろげてくださいね。


