図書室だより

NO.１

新着図書案内

令和３年５月号
老上中学校図書室

新刊の貸出は
５月１7 日(月)から

今年度最初の新刊をお知らせします。すでに書店ではベストセラーになっている
本や、人気アニメの小説版、朝読書向けの短編集など話題の本が並びます。
引き続き、新型コロナウイルスの感染防止対策のため、利用日は学年ごとに指定
します。

学習まんが

ドラえもんシリーズ

ドラえもん探究ワールド−すごい！発明のひみつ
ドラえもん探究ワールド−自然の脅威と防災
ドラえもん探究ワールド−ネコの不思議
ドラえもん探究ワールド−日本語のひみつ
ドラえもん探究ワールド−仕事の歴史とこれから

０類

全般

ネットとＳＮＳを安全に使いこなす方法
気をつけよう！ネット動画 １～３
なんのために学ぶのか
ギネス世界記録 ２０２１

１類

哲学・宗教

多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。 続 孤独も悪くない編
もっとよのなかルールブック
あなたの不安を解消する方法がここに書いてあります。
ヤバい集中力
パン屋ではおにぎりを売れ
１３歳から分かる！７つの習慣

２類

歴史・伝記・地理

渋沢栄一 日本の歴史 コミック版 ７７
柴田勝家 日本の歴史 コミック版 ７５
戦国忍者列伝 日本の歴史 コミック版 ７６
レオナルド・ダ・ビンチ 世界の伝記 コミック版 ４７
世界史探偵コナン １～６
日本史探偵コナン シーズン２ １～６
日本史探偵コナンアナザー（外伝） 将棋編
日本史探偵コナンアナザー（外伝） 忍者編
日本史探偵コナンアナザー（外伝） 刀剣編
日本史探偵コナンアナザー（外伝） 国宝編

３類

社会科学

世界がぐっと近くなるSDGsとボクらをつなぐ本
武器になる！世界の時事問題
地政学でわかるわたしたちの世界 : 12の地図が語る国際情勢
図解ニュースの“なぜ？”は世界史に学べ！
本当の貧困の話をしよう
スタディサプリ三賢人の学問探究ノート ２ 社会を究める
学校では教えてくれない世界の政治
勉強脳のつくり方
自宅学習の強化書 塾へ行かなくても成績が超アップ!
勉強大全
学校では教えてくれない大切なこと ; 31 地球ってすごい
学校では教えてくれない大切なこと ; 32 災害を知る

４類

自然科学

日本のカエル４８偏愛図鑑
弱すぎ古生物
生き物が大人になるまで
スタディサプリ三賢人の学問探究ノート ３ 生命を究める
もっとずるいいきもの図鑑
面白くて眠れなくなる恐竜
ぴのらぼ 絶対に見つからないいきものさん
しぶとい生き物図鑑
だれかに話したくなるあやしい植物図鑑
も〜っとわけあって絶滅しました。
さらにざんねんないきもの事典
宇宙飛行士はどうやってウンチをするの？
知っておきたい日本の絶滅危惧植物図鑑
京都市動物園飼育係ものがたり : スパイホール

５類

技術・工業・家庭

ドボジョママに聞く トンネルのたんけん
ドボジョママに聞く 港のたんけん
ドボジョママに聞く 空港のたんけん
ドボジョママに聞く 道路のたんけん
ドボジョママに聞く 鉄道のたんけん
ドボジョママに聞く 水道のたんけん
ドボジョママに聞く 川のたんけん
きらきら☆カラフルスイーツ
びっくり！そっくりスイーツ
ときめくパンアート
わくわく！へんしんスイーツ

６類

産業・交通

今泉先生教えて！一度は猫に聞いてみたい１００のこと
うさぎがおしえるうさぎの本音
ハムスターがおしえるハムの本音
イヌがおしえるイヌの本音
インコがおしえるインコの本音
ネコがおしえるネコの本音

７類

芸術・体育

バスケットボール判断力を養うスペーシングブック
陸上競技の筋力トレーニング
５分間リアル脱出ゲームＤｉｓｎｅｙマジカル・エスケープ・ブック
なんてこった！ざんねんなオリンピック物語
アスリートのための解剖学
荒木雅博の二塁手「超」専門講座
卓球の戦い方
東大ナゾトレＳＥＡＳＯＮ２ 第１巻～５巻

９類

文学（単行本）

夢をかなえるゾウ ４
掟上今日子の設計図
ユーチュー部！！ 受験編
アーモンド
火狩りの王 ４
楽園の烏
烏百花 蛍の章[八咫烏外伝]
半沢直樹アルルカンと道化師
ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人
「鬼滅の暗号」解読の書
ひとりの夜にあなたと話したい１０のこと
もう一度人生をやり直したとしても、また君を好きになる。
青くて、溺れる
赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。
虹いろ図書館のひなとゆん
朝読書におすすめ！
ツナグ 想い人の心得
人気短編シリーズ入荷！
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 １４
５分後に呪われるラスト
５分後に猛毒なラスト
５分後に切ないラスト
５分後に君とまた会えるラスト
５分後に不思議の国のラスト
５分後に美味しいラスト
５分後に君とサヨナラのラスト
ラストで君は「まさか！」と言う不思議な友だち
ラストで君は「まさか！」と言う消えない噂
ラストで君は「まさか！」と言う涙の宝石
ラストで君は「まさか！」と言う秋の物語
ラストで君は「まさか！」と言う見えない秘密
ラストで君は「まさか！」と言う夏の物語

水野 敬也
西尾維新
山田 明
ソン ウォンピョン
日向 理恵子
阿部 智里
阿部 智里
池井戸潤
東野 圭吾
カシワイ
蒼山 皆水
丸井 とまと
青柳碧人
櫻井 とりお
辻村深月
廣嶋 玲子
エブリスタ
エブリスタ
エブリスタ
エブリスタ
エブリスタ
エブリスタ
エブリスタ
ＰＨＰ研究所
ＰＨＰ研究所
ＰＨＰ研究所
ＰＨＰ研究所
ＰＨＰ研究所
ＰＨＰ研究所

９類 文学（新書）
約束のネバーランド〜戦友たちのレコード
約束のネバーランド〜想い出のフィルムたち
約束のネバーランド みらい文庫版
僕のヒーローアカデミア雄英白書祝
劇場版鬼滅の刃 無限列車編
魔天使マテリアル ３０
炎炎ノ消防隊最強消防官—新門紅丸
炎炎ノ消防隊兄弟の再会
名探偵コナン世良真純セレクション異国帰りの転校生
小説STAND BY MEドラえもん
小説ＳＴＡＮＤ ＢＹ ＭＥドラえもん ２
若おかみは小学生！スペシャル短編集 ３
黒魔女さんと秘密のサバト
星形クッキーは知っている 妖精チームＧ事件ノート
ブラック保健室は知っている 探偵チームKZ事件ノート
初恋は知っている 砂原編 探偵チームＫＺ事件ノート
夜カフェ ７
ハイキュー！！ショーセツバン！！ １２
ハイキュー！！ショーセツバン！！ １３
呪術廻戦 夜明けのいばら道
呪術廻戦[逝く夏と還る秋]

９類

白井 カイウ
白井 カイウ
白井 カイウ
堀越 耕平
吾峠 呼世晴
藤咲 あゆな
大久保 篤
大久保 篤
酒井 匙
藤子・F・不二雄
藤子・F・不二雄
令丈 ヒロ子
石崎 洋司
藤本 ひとみ

倉橋
古舘
古舘
芥見
芥見

燿子
春一
春一
下々
下々

文学（文庫）

宮廷神官物語 １～１１巻
あの頃きみと陽だまりで
君が落とした青空
川の深さは
今夜世界からこの恋が消えても

旋律月下

鴨川食堂
最良の嘘の最後のひと言
少女は夜を綴らない
喫茶黒猫はいつもあやかし日和です
文房具シエル
あなたの想いでなおします。
探偵先輩と僕の不完全な事件簿
ショパンの心臓
犯人のいない殺人の夜
怪盗の後継者
世界の端から歩き出す
ひぐらし神様
カフェ：オリエンタル
パーフェクトフレンド
金沢古妖具屋くらがり堂

廃墟都市の復活 上・下

榎田ユウリ
夏雪なつめ
櫻いいよ
福井晴敏
一条 岬
綾崎隼
柏井壽
河野裕
逸木裕
浅月そら
さとみ桜
南野マサキ
中村一
青谷真未
東野圭吾
久住四季
富良野馨
東朔水
田丸久深
野崎まど
峰守ひろかず
フィリップ・リーヴ

