令和２年度－No.5
2020 年９月 14 日(月)
邇摩高校図書館

9 月も半ばとなり、少しずつ過ごしやすい気温となってきましたね。
さて、今月も大量に新着図書が入荷しています！韓国の SNS で話題の本や、
「今日好き」で人気の重川茉弥さんの本など。是非チェックしてくださいね。

雑誌 リクエスト枠を作ります！
現在、邇摩高図書館では AERA、non・no、ダ・ヴィンチ、オレンジペー
ジなどの雑誌を購入しています。しかし、他の雑誌が読みたいという声も多
(S289)明智光秀 10 の謎
く、毎月入れ替わりで購入するリクエスト枠を設けることにしました！
(031)「日本が世界一」のランキング事典
本郷和人、細川珠生 著 宝島社
伊藤賀一 著 宝島社
（2021 年 3 月までの実施予定）
(S317)公務員という仕事
村木厚子
著 筑摩書房
リクエスト用紙を図書館のカウンターに置いておきます。
雑誌名かジャン
池谷裕二 文、ヨシタケシンスケ 絵

(159)モヤモヤそうだんクリニック

ルを記入して、貸出・リクエスト
BOX に入れておいて下さい。
NHK 出版
(B159)ディズニーミッキーマウスに学ぶ
【記入例】
決断する勇気
ニーチェ 著 KADOKAWA

雑誌リクエスト

★(B159)だから、そばにいて
カフカ 著 KADOKAWA
雑誌名・ジャンル

(S319)知らないと恥をかく世界の大問題
11
池上彰 著 KADOKAWA

・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。

～新着図書紹介～
(分類)書名 著者 出版社 ★リクエスト
(021)やさしくわかるデジタル時代の著作
権 1～3
山本光 監修・著 技術評論社

(307)図解でわかる時事重要テーマ 100
業界・企業研究にも使える 2021 年度版
日系 HR

(159)人生を変えてしまうほどの、恋をし
た
カフカ 著 KADOKAWA

(317)消防官になるための徹底ガイド
木精舎編輯所 編 三修社

(159)怠けてるのではなく、充電中です。
昨日も今日も無気力なあなたのための心の
充電法
ダンシングスネイル 著
CCC メディアハウス
(B210)本当は戦争で感謝された日本
井上和彦 著 PHP 研究所

【購入サイクル】

(B336)敬語「そのまま使える」ハンドブ
9 月 11 日～30 日までのリクエスト
ック
↓
鹿島しのぶ
編著 三笠書房

10 月購入

ねこびより
(185)四国八十八カ所ゆとりの旅
実業之日本社
１年１組 名前 〇〇〇〇

(366)5 分でわかる 10 年後の自分 2030
年のハローワーク
10 月 1 日～31 日までのリクエスト
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
11 月購入
宮口幸司 著 新潮社

↓

(289)ボブが教えてくれたこと
ジェームズ/ボーエン 著

辰巳出版

(291)外国人だけが知っている「観光地ニ
ッポン」
ステファン・シャウエッカー 編
大和書房
(S302)フィンランド人はなぜ午後 4 時に
仕事が終わるのか
堀内都喜子 著 ポプラ社

(336)アフターコロナの経営戦略
森秦一郎 著

翔泳社

(367)ジェンダーについて大学生が真剣に
考えてみた
佐藤文香 監修 明石書店
(367)ゲイだけど質問ある？
鈴掛真 編

講談社

(B367)女の子は本当にピンクが好きなの
か
堀越英美 著 河出書房新社
(369)3 福祉士の仕事がわかる本
赤羽克子 編著 日本実業者出版
(369)わたしが障害者じゃなくなる日
海老原宏美 著 旬報社

(371)死ぬんじゃねーぞ！！ いじめられ
ている君はゼッタイ悪くない
中川翔子 著 文藝春秋
(429)素粒子の探求で宇宙がみえてくる
波場直之 著 丸善出版
(S491)トリセツ・カラダ カラダ地図を
描こう
海堂尊 著 宝島社
(491)想定外の人体解剖学
坂井建雄 著

枻出版社

(493)ADHD の人の「やる気」マネジメ
ント
司馬理英子 監修 講談社
(495)女子のうつ

PMS がラクになる本
西村留美 著 飛鳥新社

(590)主夫になってはじめてわかった主婦
のこと
中村シュフ 著 猿江商曾
(593)ニッポン制服百年史 女学生服がポ
ップカルチャーになった！
内田静枝 編著 河出書房新社
(594)春夏秋冬。ボタニカル刺繍で彩る服
と小物
アトリエドノラ 著 KADOKAWA

(595)世界一わかりやすいメイクの教科書
長井かおり 著 講談社

★(779)あの日、好きになって 470 日
重川茉弥 著 扶桑社

(B913.6)今夜ロマンス劇場で
宇山佳佑 著

(596)ひらめき！食べもの加工 おもしろ
実験アイデアブック
岡本靖史 著 農山漁村文化協会

(780)スポーツと君たち 10 代のための
スポーツ教養
佐藤善人 編著 大修館書店

(913.6)小説

(598)みんなある！相談しづらい受診しづ
らい体のお悩み！
奈良信雄 監修 辰巳出版
(598)死にたいけどトッポッキは食べたい
ペク・セヒ 著 光文社
(599)食べない子が変わる魔法の言葉
山口健太 著 辰巳出版
(612)農業がわかると、社会のしくみが見
えてくる
生源寺眞一 著 家の光協会
(645)オスねこは左利きメスねこは右利き
猫のヘンなしぐさやナゾの行動の意味がわ
かる！
加藤由子 著 ナツメ社
(674)あるあるデザイン
Ingectar-e 著
エムディエヌコーポレーション
(M726)かくかくしかじか 1～5
東村アキコ 著 集英社
(M726)ヘタリア

(576)最新化粧品業界の動向とカラクリが
よ～くわかる本
梅本博史 著 秀和システム

axis powers 1～6
日丸屋秀和 著 幻冬舎

(754)リサイクルで作るエコうつわ
寺西恵理子 編 日東書院本社

(783)バスケットボールが科学で強くなる
小谷究、柏倉秀徳 監修 日東書院本社
(783)だから僕は練習する 天才たちに近
づくための挑戦
和田毅 著 ダイヤモンド社
(798)プロの e スポーツプレーヤーにな
る！
岸大河 監修 河出書房新社
(820)中国語の初歩の初歩
川原祥史 著

高橋書店

(829)♯韓国女子のためのイマドキ韓国語
キム・ジヨン、オ・ヨヌ 著 語研
(829)るるぶ K-POP×韓国語
JTB パブリッシング
(830)英語、苦手かも…？と思ったときに
読む本
デイビット・セイン 著 河出書房新社
(835)絵でわかる英文法イメージハンドブ
ック
波瀬篤雄 絵と文 学研プラス
(908)絶望書店 夢をあきらめた 9 人が
出会った物語
頭木弘樹 編 河出書房新社

集英社

四月は君の嘘
時海結以 著

講談社

(B913.6)彼女の気持ちはわかっても、そ
れが恋とはかぎらない
中山おかめ 著 ポプラ社
(B913.6)小説サイドライン
福山桜子 著

小学館

(B913.6)一瞬を生きる君を、僕は永遠に
忘れない
冬野夜空 著 スターツ出版
(913.6)今日、キミに告白します とびき
り甘くてキュンとする 7 つの恋の短編集
みゅーな**、SELEN、青山そらら 他 著
スターツ出版
(913.6)俺の残機を投下します
山田悠介 著 河出書房新社
(913.6)月とコーヒー
吉田篤弘 著

徳間書店

(929)すべての瞬間が君だった
ハテワン 著 マガジンハウス

他にもるるぶ、まっぷる
などのガイドブックや
系列関係の本も
多数入荷中です！

