
日本大学鶴ヶ丘高等学校図書館
新着図書案内 2020年度春・夏号

先生選書

まわしよみ新聞をつくろう! 陸奥賢 070-ム
ビジュアル教養大事典 デビッド・ワルチンスキー 033-ワ

「できごと」と「くらし」から知る戦争の46か月

大石学210.75-オ
地図で読む東京大空襲に 菊地正浩 210.75-キ
チャーチルは語る チャーチル 289.3-チ

未来を変える目標SDGsアイデアブック

ThinktheEarth 333.8-シ
地図とデータで見る移民の世界ハンドブック

カトリーヌ・ヴィトール・ド・ヴァンダン 334.4-ウ
地図とデータで見る女性の世界ハンドブック

イザベル・アタネ 367.2-ア
地図とデータで見る性の世界ハンドブック

ナディーヌ・カッタン 367.9-カ

災害ボランティア入門 実践から学ぶ災害

ソーシャルワーク 山本克彦 369.3-ヤ
世界の難民をたすける30の方法 滝澤三郎 369.38-タ

学校に行きたくない君へ 大先輩たちが語る生き方のヒント。

全国不登校新聞社 371.42-セ
猫神さま日和 八岩まどか 387-ヤ
地図とデータで見る気象の世界ハンドブック

フランソワ=マリー・ブレオン 451.85-フ
化石になりたい よくわかる化石のつくりかた

土屋健 457-ツ

2019年度図書委員選書

シンギュラリティは近い人類が生命を超越するとき

レイ・カーツワイル 007.13-カ
100の思考実験 あなたはどこまで考えられるか

ジュリアン・バジーニ104-ハ
一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 山崎圭 209-ヤ
一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書 山崎圭 210.1-ヤ

ちょっとだけ・こっそり・素早く「言い返す」技術

ゆうきゆう B-361.4-ユ
重力波は歌う アインシュタイン最後の宿題に

挑んだ科学者たち ジャンナ・レヴィン B-441.1-レ

きみのためのバラ 池澤夏樹 B-913.6-イ

大きな鳥にさらわれないよう 川上弘美 B-913.6-カ
おうむの夢と操り人形 大森望 B-913.68-オ

＜階段島シリーズ＞

汚れた赤を恋と呼ぶんだ /その白さえ噓だとしても

凶器は壊れた黒の叫び /夜空の呪いに色はない

きみの世界に、青が鳴る 河野裕 B-913.6-コ

時砂の王 小川一水 B-913.6-オ
豆の上で眠る 湊かなえ B-913.6-ミ

沈黙のパレード 東野圭吾 913.6-ヒ
巨神覚醒 上下 シルヴァン・ヌーヴェル B-933.7-ヌ

鶴高図書館マスコット

「よむぞう」くん

7月1日から長期貸出のお知らせ

一人5冊借りることができます

返却は9月10日までです

生徒証をお持ちください

館内の滞在は15分程度にしてください。

入館時は、マスクを着用し手指の消毒をしてください。

2階は立ち入り禁止です。



0類 総記 1類 哲学・宗教・自己啓発

高校数学からはじめるディープラーニング
初歩からわかる人工知能が働くしくみ 金丸隆志 Ｓ-007.13-カ

人生の1冊の絵本 柳田邦男 S-019.53-ヤ
英語で学ぶカーネギー「人の動かし方」 木村和美 S-159-キ

好きなことしか本気になれない。人生100年時代
のサバイバル仕事術 南章行 159.4-ミ

還暦からの底力 歴史・人・旅に学ぶ生き方
出口治明Ｓ-159.79-テ

空海の哲学 竹村牧男 S-188.52-タ

先生選書

自然がつくる不思議なパターン

フィリップ・ボール 463.7-ホ
共感障害 「話が通じない」の正体

黒川伊保子 491.371-ク

心の病気ってなんだろう?                   松本卓也 493.7-マ
わたしで最後にして ナチスの障害者虐殺と優生思想

藤井克徳 498.2-フ

小さな地球の大きな世界 プラネタリー・バウンダリーと

持続可能な開発 J.ロックストローム 519-ロ
身近でできるSDGsエシカル消費1～ 3三輪昭子 519.13-ミ

猫ごよみ365日 今日はニャンの日?

トラネコボンボン 645.7-ナ

最新!魅せる!キャッチコピーの表現別グラフィックス

パイインターナョナル 674-ハ

死の美術大全 8000年のメメント・モリ

ジョアンナ・エーベンシュタイン704-エ

ストーリーを語りだす世界のデザイン・マップス

ゲシュタルテン727.087-ケ

必ず役立つマーチングハンドブック ドリルデザイン編

田中久仁明 764.69-タ
必ず役立つマーチングハンドブック 山崎昌平 764.69-ヤ
部活でスキルアップ!演劇上達バイブル 杉山純じ 771-ス

悪態の科学 あなたはなぜ口にしてしまうのか

エマ・バーン 801.03-ハ

くらべてわかるオノマトペ 小野正弘 814-オ
こわくてゆかいな漢字 張莉 821.2-チ
詩を書くってどんなこと? こころの声を言葉にする

若松英輔 901.1-ワ

先生選書
＜乙女の本棚シリーズ＞

蜜柑 芥川龍之介 913.6-ア

外科室 泉鏡花 913.6-イ

押絵と旅する男 江戸川乱歩 913.6-エ

月夜とめがね 小川未明 913.6-オ

檸檬 梶井基次郎 913.6-カ

女生徒 太宰治 913.6-タ

葉桜と魔笛 太宰治 913.6-タ

夢十夜 夏目漱石 913.6-ナ
赤とんぼ 新美南 913.6-ニ
猫町 萩原朔太郎 913.6-ハ
瓶詰地獄 夢野久作 913.6-ユ
＜40 Inspiring Icons＞
Greek gods and heroes  Sylvie Baussier 164.31-Ｂ

Super scientists  Anne Blanchard             402.8-Ｂ

People of peace  Sandrine Mirza 319.8-Ｍ

Music legends   HervéGuilleminot 764.7-Ｇ

Fantastic footballers   Jean‐Michel Billioud 783.47-Ｂ

2類 歴史・地理

子どもたちに語る日中二千年史 小島毅 S-210.18-コ
律令国家と隋唐文明 大津透 S-210.3-オ
近現代史からの警告 保阪正康S-210.6-ホ
陸海の交錯 明朝の興亡 檀上寛 S-222.05-ダ
草原の制覇 大モンゴルまで 古松崇志 S-222.05-フ
マックス・ヴェーバー

主体的人間の悲喜劇 今野元S-289.3-コ



4類 自然科学

科学の最前線を切りひらく!                    川端裕人 S-404-カ
理系の文章術 今日から役立つ科学ライティング入門

更科功 S-407-サ
誰が科学を殺すのか 科学技術立国「崩壊」の衝撃

毎日新聞 409.1-ダ
数と図形のパズル百科 DavidWells 410.79-ウ
超絶難問論理パズルアタマの底力をひきだす72問

小野田博一 S-410.79-オ

有限の中の無限 素数がつくる有限体のふしぎ
西来路文朗 S-411.73-サ

統計学をめぐる散歩道 ツキは続く?続かない?
石黒真木夫 S-417-イ

時間は存在しない カルロ・ロヴェッリ 421.2-ロ
量子とはなんだろう 宇宙を支配する究極のしくみ

松浦壮 S-421.3-マ
「ファインマン物理学」を読む

力学と熱力学を中心として 竹内薫 S-423-タ
紫外線の社会史 見えざる光が照らす日本 金凡性 S-425.5-キ
宇宙の始まりに何が起きたのかビッグバンの残光

「宇宙マイクロ波背景放射」杉山直 S-443.9-ス

地球は特別な惑星か?地球外生命に迫る系外惑星の科学
成田憲保 S-445-ナ

海は地球のたからもの1海は病気にかかっている
海は地球のたからもの2海はどうして大事なの?
海は地球のたからもの3海の生き物の役割 保坂直紀 452-ホ

見えない絶景 深海底巨大地形 藤岡換太郎 S-452.8-フ
大陸と海洋の起源 アルフレッド・ウェゲナー S-455.8-ウ

生命はデジタルでできている 情報から見た新しい生命像
田口善弘 S-467.3-タ

はずれ者が進化をつくる 生き物をめぐる個性の秘密
稲垣栄洋 S-467.5-イ

最新日本の外来生物 自然環境研究センター 468.03-サ
博士の愛したジミな昆虫 金子修治 S-486.1-カ
ホッキョクグマ William Flaherty 489.57-フ
キリン解剖記 郡司芽久 489.87-グ

世にも危険な医療の世界史 リディア・ケイン490.2-ケ
イラストでわかる疲れないカラダの使い方図鑑

木野村朱美 498.3-キ
繊細すぎてしんどいあなたへ HSP相談室

串崎真志S -498.39-ク

3類 社会科学

14歳からの政治入門 池上彰 310-イ
議会制民主主義の活かし方 未来を選ぶために

糠塚康江 S-313.7-ヌ
有権者って誰?                                      藪野祐三 S-314.8-ヤ
日本列島回復論 この国で生き続けるために 井上岳一 318.6-イ

きみのまちに未来はあるか?「根っこ」から地域をつくる
除本理史 S-318.6-ヨ

アメリカの制裁外交 杉田弘毅 S-319.53-ス

あぶない法哲学 常識に盾突く思考のレッスン
住吉雅美 S-321.1-ス

だから今こそ憲法改正を 323.149-タ
戦国大名の経済学 川戸貴史 S-332.10-カ
世界経済図説 宮崎勇 S-333.6-ミ
文系AI人材になる 統計・プログラム知識は不要

野口竜司 336.57-ノ
「自閉症」の時代 竹中均 S-361-タ

仕事の未来「ジョブ・オートメーション」の罠と
「ギグ・エコノミー」の現実 小林雅一 S-366.04-コ

科学的な適職4021の研究データが導き出す
最高の職業の選び方 鈴木祐 366.29-ス

WOMEN女性たちの世界史大図鑑
ホーリー・ハールバート 367.2-ウ

離婚の経済学 愛と別れの論理 橘木俊詔 S-367.4-タ
「勤労青年」の教養文化史 福間良明 S-367.68-フ

外国人の子ども白書 権利・貧困・教育・文化・
国籍と共生の視点から 荒牧重人 369.4-ガ

世界中の子どもの権利をまもる30の方法 だれひとり
置き去りにしない! 国際子ども権利センター 369.4-セ

22世紀を見る君たちへ これからを生きるための
「練習問題」平田オリザ S-370.4-ヒ

学校に居場所カフェをつくろう!生きづらさを抱える
高校生への寄り添い型支援居場所カフェ

立ち上げプロジェクト 371.3-ガ
「さみしさ」の力 孤独と自立の心理学

榎本博明 S-371.47-エ
教育は何を評価してきたのか 本田由紀 S-372.10-ホ
部活魂!この文化部がすごい 読売中高生新聞編 S-375.18-ブ
小学校英語のジレンマ 寺沢拓敬 S-375.89-テ
新・大学でなにを学ぶか 上田紀行 S-377-ウ
大学ランキング 2021年版 朝日新聞出版 377.21-タ



2020.0401～2020.0629

7類 芸術・スポーツ 8類 言語

レオナルド・ダ・ヴィンチ 池上英洋 S-702.37-イ
ミズノ先生の仏像のみかた 水野敬三郎 718-ミ
伊藤若冲 辻惟雄 S-721.4-ツ
戦争は女の顔をしていない1         小梅けいと 726.1-コ-1

地球外生物学 SF映画に「進化」を読む 倉谷滋 778.04-ク
世界標準のスイングが身につく科学的ゴルフ上達法

実践編板橋繁 S-783.8-イ

ニュースがわかる基礎用語 2019-2020年版
清水書院編集部 814.7-ニ

読解力を身につける 村上慎一 S-817.5-ム
英語バカのすすめ 私はこうして英語を学んだ

横山雅彦 S-830.7-ヨ

9類 文学

大人になるまでに読みたい15歳の海外の詩 1愛と季節
大人になるまでに読みたい15歳の海外の詩 2私と世界

青木健908.1-オ
日本の作家 名表現辞典 中村明 910.26-ナ
向田邦子の本棚 向田邦子 910.26-ム
大岡信『折々のうた』選 詩と歌謡
大岡信『折々のうた』選 短歌1
大岡信『折々のうた』選 短歌2          大岡信 S-911.04-オ

楡の茂る頃とその前後 藤田哲史 911.36-フ
シャガクに訊け !大石大 913.6-オ
某 川上弘美 913.6-カ
アリスのうさぎ 斉藤洋 913.6-サ
シンデレラのねずみ 斉藤洋 913.6-サ
グレーテルの白い小鳥 斉藤洋 913.6-サ
赤頭巾ちゃん気をつけて 庄司薫 B-913.6-シ

夢見る帝国図書館 中島京子 913.6-ナ
火車 宮部みゆき B-913.6-ミ
路傍の石 山本有三 B-913.6-ヤ
Iの悲劇 米澤穂信 913.6-ヨ
ヤオと七つの時空(とき)の謎 芦辺拓 913.68-ヤ
べらぼうくん 万城目学 914.6-マ
新釈漢文大系 詩人編9 杜牧 齋藤茂 928-シ
外は夏 キムエラン 929.13-キ
チョコレート・アンダーグラウンド

アレックス・シアラー 933.7-シ
世界のはての少年 ジェラルディン・マコックラン 933.7-マ
ロアルド・ダールコレクション16マチルダは小さな大天才

938.78-ダ
戦争は女の顔をしていない

スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチB-986-ア

5類 技術・工業 6類 産業

すごいぞ!はたらく知財 14歳からの知的財産入門
内田朋子 507.2-ス

5G 次世代移動通信規格の可能性 森川博之 S-547.5-モ

カラー図解最新RaspberryPiで学ぶ電子工作ラズパイ4対
応

作る、動かす、しくみがわかる! 金丸隆志 S-548.29-カ

客室乗務員の誕生「おもてなし」化する日本社会
山口誠S -687.38-ヤ
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☆新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について☆

貸出時…消毒して貸出します

返却後…消毒し、24時間たってから

貸出できるようになります

入館時…マスクの着用、手指のアルコール消毒に

ご協力ください

勉強に疲れたら・・・

お気に入りの本を読んでひとやすみ♪

夏休みの前に

たくさん利用してくださいね

書名・著者名の後の番号は分類番号です。

本を探すときの参考にしてください。

番号の前の[S]は新書、[B]は文庫です。
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