
嫌われる勇気 岸見一郎ほか 146.1-キ 天国までの49日間 櫻井千姫 B-913.6-サ

怠けてるのではなく、充電中で
す。

ダンシングスネイル 159-ダ せんせい。 重松清 B-913.6-シ

1%の努力 ひろゆき 159-ニ ナイフ 重松清 B-913.6-シ

2時間でおさらいできる世界史 祝田秀全 B-209-イ 青い鳥 重松清 B-913.6-シ

2時間でおさらいできる日本史 石黒拡親 B-210.1-イ きみはいい子 中脇初枝 B-913.6-ナ

「ストーカー」は何を考えてい
るか

小早川明子 S-368.6-コ 神さまのビオトープ 凪良ゆう B-913.6-ナ

化学がめざすもの 馬場正昭ほか 430-バ 風に恋う 額賀澪 B-913.6-ヌ

最強に面白い!!周期表 431.11-サ 海の見える街 畑野智美 B-913.6-ハ

感染症の日本史 磯田道史 S-493.8-イ 変身 東野圭吾 B-913.6-ヒ

スタンフォードの脳外科医が教わっ
た人生の扉を開く最強のマジック

ジェームズ・ドゥティ 498.39-ド
ブラック・ショーマンと名もな
き町の殺人

東野圭吾 913.6-ヒ

ゼロ!　熊本市動物愛護センター
10年の闘い

片野ゆか B-645.6-カ 伊勢佐木町探偵ブルース 東川篤哉 913.6-ヒ

音楽の理論 門馬直美 B-761-モ 午後の恐竜 星新一 B-913.6-ホ

クラシック音楽全史 松田亜有子 762.3-マ 九月の恋と出会うまで 松尾由美 B-913.6-マ

棚からつぶ貝 イモトアヤコ 779.14-イ
雪があたたかいなんていままで
知らなかった

美城圭 B-913.6-ミ

ウチら棺桶まで永遠のランウェ
イ

kemio B-779.9-ケ 一人称単数 村上春樹 913.6-ム

medium　霊媒探偵城塚翡翠 相沢沙呼 913.6-ア
星をつなぐ手　桜風堂ものがた
り

村山早紀 913.6-ム

赤い砂 伊岡瞬 B-913.6-イ 虹の岬の喫茶店 森沢明夫 B-913.6-モ

恋愛寫眞　もうひとつの物語 市川拓司 B-913.6-イ その時までサヨナラ 山田悠介 B-913.6-ヤ

もっこすの城　熊本築城始末 伊東潤 913.6-イ メモリーを消すまで 山田悠介 B-913.6-ヤ

傍聴者 折原一 913.6-オ
僕はロボットごしの君に恋をす
る

山田悠介 B-913.6-ヤ

トリップ 角田光代 B-913.6-カ
最後の「愛してる」　山下弘
子、5年間の愛の軌跡

前田朋己 916-マ

ニッポンチ!　国芳一門明治浮世
絵草紙

河治和香 913.6-カ 図解クトゥルフ神話 森瀬繚編 930.27-ラ

鵜頭川村事件 櫛木理宇 B-913.6-ク

日本大学鶴ヶ丘高等学校図書館

2020年度図書委員選書

新着図書案内 2021年度 春・夏号

司書のひとこと★

図書館にどんな本があるか、

備え付けのPCで検索できま

す！
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時代を撃つノンフィクション
100

佐高信 S-019.9-サ
ヘンな科学　“イグノーベル
賞”研究40講

五十嵐杏南 404-イ

サピエンスの未来　伝説の東大
講義

立花隆 S-041-タ ゼロからつくる科学文明 ライアン・ノース 404-ノ

はじめてのニュース・リテラ
シー

白戸圭一 S-070-シ
理系女性の人生設計ガイド　自
分を生かす仕事と生き方

大隅典子ほか S-407-リ

壁を乗り越える論語塾 安岡定子 123.83-コ
なっとくする数学記号　π、e、i
から偏微分まで

黒木哲徳 S-410-ク

はじめてのプラトン　批判と変
革の哲学

中畑正志 S-131.3-プ
深掘り!中学数学　教科書に書か
れていない数学の話

坂間千秋 S-410-サ

勉強する気はなぜ起こらないの
か

外山美樹 S-141.72-ト
大学入試数学不朽の名問100
大人のための“数学腕試し”

鈴木貫太郎 S-410-ス

尊厳　その歴史と意味 マイケル・ローゼン S-150.23-ロ
四角形の七不思議　いちばん身
近な図形の深遠な世界

細矢治夫 S-414.12-ホ

仕事と人生 西川善文 S-159.4-ニ 確かめてナットク!物理の法則 ジョー・ヘルマンス S-420-ヘ

日本人と神 佐藤弘夫 S-162.1-サ
16歳からの相対性理論　アイン
シュタインに挑む夏休み

佐宮圭 S-421.2-サ

ヒンドゥー教10講 赤松明彦 S-168-ア
アインシュタイン方程式を読ん
だら「宇宙」が見えた

深川峻太郎 S-421.2-フ

ブッダが説いた幸せな生き方 今枝由郎 S-180.4-イ
世界史は化学でできている　絶
対に面白い化学入門

左巻健男 430.2-サ

宇宙考古学の冒険　古代遺跡は
人工衛星で探し出せ

サラ・パーカック 202.5-パ
三体問題　天才たちを悩ませた
400年の未解決問題

浅田秀樹 S-441.1-ア

一度読んだら絶対に忘れない世
界史の教科書　経済編

山崎圭一 209-ヤ
リアルサイズ古生物図鑑　新生
代編

土屋健 457-ツ

戦争の中国古代史 佐藤信弥 S-222.03-サ
カラー図解アメリカ版新・大学
生物学の教科書　第1巻～第3巻

D.サダヴァほか S-460-カ-1～3

ガウディ 鳥居徳敏 S-289.3-ガ 生物はなぜ死ぬのか 小林武彦 S-460-コ

フォン・ノイマンの哲学　人間
のフリをした悪魔

高橋昌一郎 S-289.3-ノ
寿命遺伝子　なぜ老いるのか何
が長寿を導くのか

森望 S-467.2-モ

日本の構造　50の統計データで
読む国のかたち

橘木俊詔 S-302.1-タ

「オピニオン」の政治思想史
国家を問い直す

堤林剣ほか S-311.23-ツ

戦後政治史 石川真澄ほか S-312.1-イ スマホ脳 アンデシュ・ハンセン S-491.37-ハ

サフラジェット　平等を求めて
たたかった女性たち

デイヴィッド・ロバーツ 314.89-ロ 花粉症と人類 小塩海平 S-493.14-コ

プライバシーという権利　個人
情報はなぜ守られるべきか

宮下紘 S-316.1-ミ 感じるオープンダイアローグ 森川すいめい S-493.72-モ

好循環のまちづくり! 枝廣淳子 S-318.6-エ 壊れた脳と生きる 鈴木大介ほか S-493.73-ス

ハイブリッド戦争　ロシアの新
しい国家戦略

廣瀬陽子 S-319.38-ヒ その食べ方、病気です! 安田真佐枝 493.74-ヤ

日本経済図説 宮崎勇ほか S-332.10-ニ 発達障害サバイバルガイド 借金玉 493.76-シ

発達障害と人間関係　カサンド
ラ症候群にならないために

宮尾益知 S-493.76-ミ

労働組合とは何か 木下武男 S-366.6-キ
江戸幕府の感染症対策　なぜ
「都市崩壊」を免れたのか

安藤優一郎 S-493.8-ア

みんな自分らしくいるためのは
じめてのLGBT

遠藤まめた S-367.9-エ
感染症とワクチンについて専門
家の父に聞いてみた

さーたり 493.8-サ

女子少年院の少女たち　「普通」に
生きることがわからなかった

中村すえこ 368.71-ナ

チャリティの帝国　もうひとつ
のイギリス近現代史

金澤周作 S-369.02-カ

SDGs時代の国際協力　アジア
で共に学校をつくる

西村幹子ほか S-372.25-エ

問う方法・考える方法　「探究
型の学習」のために

河野哲也 S-375-コ

大学は何処へ　未来への設計 吉見俊哉 S-377-ヨ

大学ランキング　2022年版 377.21-ダ-2022

0類　総記　　1類　哲学・宗教・自己啓発

3類　社会科学

4類　自然科学

2類　歴史・地理

よむぞうのひとこと★

本を読んだら手を洗おう！



日本車は生き残れるか 桑島浩彰ほか S-537.09-ク
<読んだふりしたけど>ぶっちゃけよく分か
らん、あの名作小説を面白く読む方法 三宅香帆 901.3-ミ

スペース・コロニー宇宙で暮ら
す方法

向井千秋 S-538.9-ス 平安男子の元気な!生活 川村裕子 S-910.23-カ

ぼくは6歳、紅茶プランテーショ
ンで生まれて。

栗原俊輔 617.4-ク 歌集　うすむらさきの街 長谷川紫穂 911-ハ

けものが街にやってくる 羽澄俊裕 654.8-ハ 百人一首　うたものがたり 水原紫苑 S-911.14-ミ

13歳からのアート思考　「自分
だけの答え」が見つかる

末永幸歩 704-ス お探し物は図書室まで 青山美智子 913.6-ア

鳥獣戯画の国 金子信久 721.02-カ 六人の噓つきな大学生 浅倉秋成 913.6-ア

音さがしの本 R.マリー・シェーファー 760-シ 法廷遊戯 五十嵐律人 913.6-イ

世界のミュージック図鑑 リチャード・マレット総監修 760-セ 推し、燃ゆ 宇佐見りん 913.6-ウ

楽器の歴史　カラー図解 佐伯茂樹 763.02-サ 心淋し川 西條奈加 913.6-サ

ショパンの名曲　ピアノの名曲
聴きどころ弾きどころ 2

イリーナ・メジューエワ S-763.2-メ わたしがいなかった街で 柴崎友香 B-913.6-シ

ベートーヴェン《第九》すみか
らすみまで

音楽の友編 764.31-ベ
小説イタリア・ルネサンス
2～4

塩野七生 B-913.6-シ-2～4

コミュニケーション力を高める
プレゼン・発表術

上坂博亨ほか S-809.2-コ この気持ちもいつか忘れる 住野よる 913.6-ス

「自分らしさ」と日本語 中村桃子 S-810.1-ナ 夜明けのすべて 瀬尾まいこ 913.6-セ

モダン語の世界へ　流行語で探
る近現代

山室信一 S-814.7-ヤ 傷痕のメッセージ 知念実希人 913.6-チ

韓国語の語源図鑑　一度見たら
忘れない!

阪堂千津子 829.14-ハ パンダ探偵 鳥飼否宇 B-913.6-ト

英語日記BOY　海外で夢を叶え
る英語勉強法

新井リオ 830.7-ア 白鳥とコウモリ 東野圭吾 913.6-ヒ

脳が忘れない英語の「超」勉強
法

瀧靖之 830.7-タ この本を盗む者は 深緑野分 913.6-フ

52ヘルツのクジラたち 町田そのこ 913.6-マ

クララとお日さま カズオ・イシグロ 933.7-イ

メアリ・ジキルとマッド・サイ
エンティストの娘たち

シオドラ・ゴス 933.7-ゴ

2021.0401～2021.06.18

5類　技術・工業  6類　産業 9類　文学

7類　芸術・スポーツ  8類　言語 源氏物語　4　A・ウェイリー版 アーサー・ウェイリー英訳 913.36-ム-4
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雑誌閲覧コーナー

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[B]は文庫、[S]は新書です。

長期貸出のお知らせ

実施期間：7月1日～20日

貸出冊数：10冊まで

返却期限日：9月6日

試験が終わったら・・・

読みたかったあの本を読もう♪

図書館では感染症対策として

貸出・返却時の図書の除菌、

使用後のPC・コピー機・机の除菌、

換気を行っています。


	2021.新年度 (6月18日まで)

