令和２年度－No.４
2020 年８月２5 日(火)
邇摩高校図書館

2 学期が始まりました！皆さん、充実した夏休みを過ごせましたか？夏休み

・図書館はみなさんの「知りたい」に答えます。
・みなさんが「ほっ」とできる場所を提供します。
・読書の秘密を守ります。

(K387)石神さんを訪ねて 続
須田郡司 著 山陰中央新報社

中、図書館にはたくさんの本が入荷しました。ライトノベル、イラスト集、コロ
ナウイルス関連の本など。掲載できなかった新着図書もありますので、是非図書
館へ来てくださいね！

(369)赤ちゃんポストの真実
森本修代 著

(分類)書名 著者 出版社 ★リクエスト

(159)モヤモヤそうだんクリニック
池谷裕二 文、ヨシタケシンスケ 絵
NHK 出版
(B159)ディズニーミッキーマウスに学ぶ
決断する勇気
ニーチェ 著 KADOKAWA
★(B159)だから、そばにいて
カフカ 著 KADOKAWA

(S289)明智光秀 10 の謎
本郷和人、細川珠生 著
(S317)公務員という仕事
村木厚子 著

PHP 研究所

(369)看護師も涙した老人ホームの素敵な
話
小鳥すがも 著 東邦出版

～新着図書紹介～
(031)「日本が世界一」のランキング事典
伊藤賀一 著 宝島社

(369)水害の大研究
河田惠昭 著

宝島社

筑摩書房

(S319)知らないと恥をかく世界の大問題
11
池上彰 著 KADOKAWA
(B336)敬語「そのまま使える」ハンドブ
ック
鹿島しのぶ 編著 三笠書房

(185)四国八十八カ所ゆとりの旅
実業之日本社

(366)5 分でわかる 10 年後の自分 2030
年のハローワーク
図子慧 著 KADOKAWA

(S210)AI とカラー化した写真でよみが
える戦前・戦争
庭田安珠、渡邊英徳 著 光文社

(S368)ケーキの切れない非行少年たち
宮口幸司 著 新潮社

小学館

(377)新しい就活 自己分析はやめる！
15 万人にキャリア指導してきたプロが伝
授する内定獲得メソッド
佐藤裕 著 河出書房新社
(410)小中学校 9 年分の算数・数学がわ
かる本
小杉拓也 著 ダイヤモンド社
(410)図解眠れなくなるほど面白い数と数
式の話
小宮山博仁 監修 日本文芸社
(421)量子論のすべてがわかる本
科学雑学研究倶楽部 編 学研プラス
(K455)島根半島・宍道湖中海ジオパーク
ジオ目線で松江・出雲を観光しよう
島根半島宍道湖中海ｼﾞｵﾊﾟｰｸ推進協議会 編
ハーベスト出版

(467)生物の進化大図鑑
マイケル・J・ベントン 他監修
河出書房新社
(477)美しき小さな雑草の花図鑑
多田多恵子 文、大作晃一 写真
山と渓谷社
(493)世界一わかりやすい新型コロナウイ
ルス完全対策 BOOK
寺嶋毅 著 西脇俊二
(S498)パンデミックを生き抜く
濱田篤郎 著 KADOKAWA
(498)体を温めて病気にならない生き方
石原結実 著 永岡書店
(498)読んでわかる！疫学入門
ロドルフォ・サラッチ 著 大修館書店
(594)クロスステッチで楽しむレトロ模様
遠藤千絵子 著 河出書房新社
(596)卵、牛乳、白砂糖、小麦なし。でも
「ちゃんとおいしい」しあわせお菓子
岡村淑子 著 河出書房新社
(596)おいしく見せる盛りつけの基本
宮澤奈々 著 池田書店
(674)デザインのネタ帳 同じデザイン＆
素材なのに、こんなに違う！
Power Design Inc 著 ソシム

(726)生理ちゃん 3 日目
小山健 著
(726)気化熱

(726)神技作画

KADOKAWA

ダイスケリチャード作品集
ダイスケリチャード 著
パイインターナショナル
ゼロから学ぶプロの技
toshi 著 KADOKAWA

(M726)ハイキュー！！ 4～6
伊坂幸太郎 著 集英社

(911)17 音の青春 五七五で綴る高校生
のメッセージ 2020
神奈川大学広報委員会 編 KADOKAWA
(912)戯曲ミュージカル『刀剣乱舞』
三百年の子守唄
幕末天狼傳
阿津賀志山異聞
御笠ノ忠次 脚本 集英社
(E913)バムとケロのおかいもの
島田ゆか 作/絵

文溪堂

(726)文豪ストレイドッグス版権画集
文豪ストレイドッグス制作員会 監修
KADOKAWA

(B913.6)異世界キッチンからこんにちは
風見くのえ 著 星雲社

(M726)ルパン三世カリオストロの城
モンキー・パンチ 原作 文藝春秋

(B913.6)この素晴らしい世界に祝福を！
7～9
暁なつめ 著 KADOKAWA

(798)ウォーリーをさがせ！
マーティン・ハンドフォード 作/絵
フレーベル館
(S810)日本人の 9 割が知らずに使ってい
る日本語
岩田亮子 著 青春出版社
(810)問題な日本語
問題な日本語 続弾！
問題な日本語 その３
北原保雄 編著 大修館書店
(829)イラストで覚える hime 式たのし
い韓国語単語帳
hime 著 高橋書店
(B904)文学こそ最高の教養である
駒井稔 編 光文社

(B913.6)私の幸せな結婚
顎木あくみ 著

KADOKAWA

(B913.6)烏に単は似合わない
烏は主を選ばない
黄金（きん）の烏
阿部智里 著

文藝春秋

(B913.6)死はすぐそこの影の中
宇佐見まこと 著

祥伝社

(B913.6)サヨナラまでの 30 分
Side:颯太、Side:ECHOLL
東堂燦 著 集英社
(B913.6)ソードアート・オンライン
1～3
川原礫 著 アスキー・メディアワークス
(B913.6)好感度が見えるようになったん
だが、ヒロインがカンストしている件
小牧亮介 著 KADOKAWA

(B913.6)地獄くらやみ花もなき 1～2
路生よる 著 KADOKAWA

(B913.6)あなたはここで、息ができる
の？
竹宮ゆゆこ 著 新潮社
(B913.6)去年の冬、君と別れ
中村文則 著

幻冬舎

(913.6)恋を知らぬまま死んでゆく
捺 著 KADOKAWA

集英社

(B913.6)主よ、永遠の休息を
誉田哲也 著 中央公論社

(B913.6)ガンゲイル・オンライン 1～5
時雨沢恵一 著 KADOKAWA

(B913.6)思い、思われ、ふり、ふられ
実写映画ノベライズ
阿部暁子 著 集英社

上、下
伊集院静 著

(B913.6)絶対絶命ゲーム 1～2
藤ダリオ 作、さいね 絵 KADOKAWA

(B913.6)彼女はとても溶けやすい
丸山英人 著 KADOKAWA

(B913.6)R 帝国
中村文則 著

(B913.6)琥珀の夢

(913.6)意味がわかると震える話
意味がわかると怖い話
意味がわかると慄く話
藤白圭 著 河出書房新社

★(B913.6)恐怖コレクター 巻ノ１
佐東みどり 作、よん 絵 KADOKAWA

★(B913.6)また君と出会う未来のために
阿部暁子 著 集英社

(B913.6)海辺の病院で彼女と話した幾つ
かのこと
石川博品 著 KADOKAWA

(B913.6)ヤンキーやめろ。メイドにして
やる
秀章 著 講談社

中央公論新社

(B913.6)十字屋敷のピエロ
東野圭吾 著

講談社

(B913.6)ある閉ざされた雪の山荘で
東野圭吾 著 講談社

(B913.6)乙女ゲームの破滅フラグしかな
い悪役令嬢に転生してしまった… 1～3
山口悟 著 一迅社
(B913.6)永遠なんてないこの世界で、き
みと奇跡みたいな恋を。
涙鳴 著 スターツ出版
(B914)本が崩れる 随筆
草森紳一 著
(974)コロナの時代の僕ら
パオロ・ジョルダーノ 著

中央公論社

早川書房

他にも多数入荷中！！

