図書室だより

NO.３

新着図書案内

令和２年１０月号
老上中学校図書室

新着図書の貸出は
１０月１２日(月)から

過ごしやすい季節になりました。読書の秋です！新しい本が並ぶので、たくさん
の本との出会いを楽しんでください。
引き続き、新型コロナウイルスの感染防止対策のため、利用日を１年生と２，３
年生に分けていきます。図書室内での閲覧もなしとします。

０類 全般
池上彰と考えるフェイクニュースの見破り方１「正しい情報って、なに？」
池上彰と考えるフェイクニュースの見破り方２「インターネットのしくみ」
池上彰と考えるフェイクニュースの見破り方３「知らないとあぶないSNS」
池上彰と考えるフェイクニュースの見破り方４「ウソの情報を出さない、受け取らない」

１類 哲学・宗教
きみを強くする５０のことば
本当の「頭のよさ」ってなんだろう？勉強と人生に役立つ、一生使えるものの考え方
色と性格の心理学 たった１秒で人を見抜く・自分を変える
「性格」のカラクリ ”イヤな他人”も”ダメな自分も一瞬で変えられる
もしアナタが食べものだったら性格診断

２類 歴史・伝記・地理
ハーレムの闘う本屋 ルイス・ミショーの生涯
コミック版日本の歴史７４ 浅井長政
コミック版世界の歴史４６ 人見絹枝
信長公記
滋賀の平成年表
日本史探偵コナン １巻～１２巻

３類 社会科学
どっちを選ぶ？クイズで学ぶ！自然災害サバイバル １ 地震
どっちを選ぶ？クイズで学ぶ！自然災害サバイバル ２ 水害
どっちを選ぶ？クイズで学ぶ！自然災害サバイバル ３ 避難生活
身近でできるSDGｓ エシカル消費１～３
福猫お豆のなるほど京暮らし

４類 自然科学
人体、なんでそうなった？余分な骨、使えない遺伝子、あえて危険を冒す脳
40℃超えの日本列島でヒトは生きていけるのか
おならのサイエンス
獣医さんが教える動物園のないしょ話
絶滅危惧種のふしぎ ぎりぎりいきもの事典
やりすぎいきもの図鑑
ずるいいきもの図鑑

５類 技術・工業・家庭
ｓｙｕｎｋｏｎカフェごはんレンジで絶品レシピ
ｓｙｕｎｋｏｎカフェごはんレンジでもっと！絶品レシピ
炊飯ジャーでスイッチひとつの魔法のレシピ
沸騰ワード１０×伝説の家政婦志麻さんベストレシピ

６類 産業・交通
木村裕子の鉄道が100倍楽しくなる１００鉄
もじもじもじ鉄 鉄道の書体とデザインほぼぜんぶ
鉄オタ選手権 関西編
マンガ 自営業の老後

７類 芸術・体育
見るだけで勝手に記憶がよくなるドリル３
身長差で負けないバスケットボール勝利術
卓球サーブ完全バイブル
バレーボールの戦い方
つくろうよ！アンビグラム
切り紙で楽しむかわいいカードと雑貨 紙パンダ
ハンドメイドのポップアップカード

８類 言語
くらべる・たのしい にたことば絵辞典
ことば検定 漢字編
ことば検定 語彙編
正しい日本語の使い方

９類 文学（単行本）
ラストで君は「まさか！」と言う春の物語
ラストで君は「まさか！」と言う不思議な友だち
５４字の物語
５４字の物語 怪
５４字の物語 参
青春サプリ。−自分がここにいる理由
青春サプリ。−いつだってそこに仲間がいる
青春サプリ。−乗り越えられない試練なんてない
青春サプリ。−自分を変えてくれる場所
青春サプリ。−なりたい自分になれる
怪談5分間の恐怖 幽霊のびんづめ
怪談5分間の恐怖 金縛り
怪談5分間の恐怖 覚めない怖い夢
5分後に恋の結末 そして誰かの恋がはじまる。
都会のトム＆ソーヤ 外伝 16.5
スガリさんの感想文はいつだって斜め上 ３
Ｘ−０１エックスゼロワン 参
オーバーロード １４
背高泡立草
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー
熱源
クスノキの番人
流浪の月
火狩りの王 1～３
願いがかなうふしぎな日記

朝読書におすすめ！
短編集新シリーズ入荷！

はやみねかおる
平田駒
あさのあつこ
丸山くがね
古川真人
ブレイディみかこ
川越宗一
東野圭吾
凪良ゆう
日向理恵子
本田有明

９類 文学（新書）
名探偵コナン赤井一家セレクション緋色の推理記録
名探偵コナン赤井秀一セレクション赤と黒の攻防
名探偵コナン大怪獣ゴメラＶＳ仮面ヤイバー
小説弱虫ペダル １～３
キングダム
ムーラン
ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ ｎｏｖｅｌ ＬＡＷ
鬼滅の刃風の道しるべ
鬼滅の刃ノベライズ 炭治郎と禰豆子、運命のはじまり編
鬼滅の刃ノベライズ きょうだいの絆と鬼殺隊編
6年1組黒魔女さんのハロウィーン★大パニック！⑨
6年1組黒魔女さんが通る!!⑩ 恋に落ちた黒魔女さん？
6年1組黒魔女さんと黒魔術の王⑪
探偵チームKZ事件ノート 呪われた恋話は知っている
探偵チームKZスケッチブック ヤバイ親友は知っている
みんなが知らない奇妙な三姉妹の話
ルイスと不思議の時計7 魔法博物館の謎
ルイスと不思議の時計8 橋の下の怪物

青山剛昌
青山剛昌
青山剛昌
渡辺航
原泰久
デュボウスキー
尾田栄一郎
吾峠呼世晴
吾峠呼世晴
吾峠呼世晴
石崎洋司
石崎洋司
石崎洋司
藤本ひとみ
藤本ひとみ
ｾﾚﾅ･ｳﾞｧﾚﾝﾃｨｰﾉ
ｼﾞｮﾝ･ﾍﾞﾚｱｰｽﾞ
ｼﾞｮﾝ･ﾍﾞﾚｱｰｽﾞ

９類 文学（新書）
夜カフェ⑤⑥
小説はたらく細胞 ３
約束のネバーランド ノーマンからの手紙
約束のネバーランド ママたちの追想曲
英米文学者と読む「約束のネバーランド」
僕のヒーローアカデミア1～３
僕のヒーローアカデミア 祭
僕のヒーローアカデミア THE MOVIE
炎炎ノ消防隊 悪魔的ヒーロー登場
炎炎ノ消防隊 謎の白装束

倉橋燿子
時海結以
白井カイウ
白井カイウ
戸田慧
堀越耕平
堀越耕平
堀越耕平
大久保篤
大久保篤

９類 文学（文庫）
ソードアート・オンライン ２４
カイジ ファイナルゲーム
小説の神様
想い、思われ、ふり、ふられ 実写映画ノベライズ
伴走者
AX アックス
一九八四年 新訳版
ペスト
坂の上の雲1～８
妖怪解析官・神代宇路子の追跡
余命7日の死神
猫又とキャンパスライフ
ふしぎ荘で夕食を
下町ツバメの雛たちへ
愛がなんだ
怪談狩り
東京ワイン会ピープル
Just Because
神様がくれた誰かの一日
今日は心のおそうじ日和
本を愛した彼女と、彼女の本の物語
神楽坂・悉皆屋ものがたり
八丈島と、猫と、大人のなつやすみ
かくしごと承ります
七姫物語
あやかし友人日記
探偵AIのリアル・ディープラーニング
犯人AIのインテリジェンス・アンプリファー
失われた過去と未来の犯罪
猫には推理がよく似合う
さすらい猫ノアの伝説
風町通信
君の嘘とやさしい死神
アンドロイドの恋なんておとぎ話みたいってあなたは笑う？
天国でまた会おう 上・下

川原礫
福本伸行
相沢沙呼
咲坂伊緒
浅生鴨
伊坂幸太郎
ｼﾞｮｰｼﾞ･ｵｰｳｪﾙ
カミュ
司馬遼太郎
峰守ひろかず
安東あや
佐原菜月
村谷由香里
水沢あきと
角田光代
中山市朗
樹林伸
鴨志田一
鈴森丹子
成田名璃子
上野遊
行田尚希
五十嵐雄策
十三湊
高野和
岡田遥
早坂吝
早坂吝
小林泰三
深木章子
重松清
竹下文子
青谷真未
青谷真未
ﾋﾟｴｰﾙ･ﾙﾒｰﾙ

