図書室だより

NO.４

新着図書案内
キャラクター図鑑シリーズ
星座と神話のキャラクター図鑑
元素キャラクター図鑑
気象キャラクター図鑑
からだの細菌キャラクター図鑑
食物アレルギーキャラクター図鑑
慣用句キャラクター図鑑
四字熟語キャラクター図鑑
ことわざキャラクター図鑑
故事成語キャラクター図鑑
単位キャラクター図鑑

学習漫画 ドラえもんシリーズ
ドラえもん社会ワールド−なぜ？どうして？日本の歴史
ドラえもん科学ワールド−未来のくらし
ドラえもん社会ワールド−世界の地理とくらし
ドラえもん科学ワールド−スポーツの科学

０類

全般

マンガでわかる世界の名著
世界なんでもランキング図鑑
日本なんでもランキング図鑑

１類 哲学・宗教
１０歳の君に贈る、心を強くする２６の言葉
学習まんがこども武士道
置かれた場所で咲きなさい
ゼロからわかる北欧神話
ゼロからわかる中国神話・伝説
ゆるゆる神様図鑑 古代エジプト編

令和３年１月号
老上中学校図書室

新着図書の貸出は
１月１８日(月)から

３類 社会科学
教養学部 中高生のための学部選びガイド
環境学部 中高生のための学部選びガイド
薬学部 中高生のための学部選びガイド
ＡＩエンジニアになるには
ゲーム業界で働く
学校では教えてくれない大切なこと (26)研究って楽しい 探究心の育て方
学校では教えてくれない大切なこと (27)発表がうまくなる スピーチからプレゼンテーションまで
学校では教えてくれない大切なこと(28)日本のこと 伝統・文化・風習
学校では教えてくれない大切なこと(29)ＡＩって何だろう？ 人工知能が拓く世界
学校では教えてくれない大切なこと(30)音楽が楽しくなる

４類 自然科学
スマホとゲーム障害
まんがでわかる天気痛の治し方
ビーカーくんとすごい先輩たち
身のまわりのすごい「しくみ」大百科
サクッとわかる！中学数学キャラ図鑑
怖くて眠れなくなる地学
怖くて眠れなくなる天文学

５類 技術・工業・家庭
スープジャーさえあればお弁当はラクチン！
朝１０分でできるスープ弁当
クックパッドのおいしいベストレシピ
魚を一尾、さばけたら！？ 新装版

７類 芸術・体育
３色だけでセンスのいい色 見てわかる、迷わず決まる配色アイデア
かんたん！よくわかる！楽譜の読み方
カメラ１年生 ｉＰｈｏｎｅ・スマホ写真編
もっときれいに撮れる！スマホで旅行写真コツと裏ワザ
ひと目でわかるレイアウトの基本。

８類 言語
やってはいけない英語勉強法
英語、苦手かも…?と思ったときに読む本
自分で考え、自分で書くためのゆかいな文章教室
「お前の言うことはわけがわからん！」と言わせないロジカルな話し方超入門
「頭がいい人」と言われる文章の書き方

９類 文学（文庫）
うちの執事に願ったならば ９

高里 椎奈

ビブリア古書堂の事件手帖 ［２］２

三上 延

万能鑑定士Ｑの事件簿 ０

松岡 圭祐

ケーキ王子の名推理 ５

七月 隆文

最果てアーケード

小川 洋子

いつも彼らはどこかに

小川 洋子

霊能探偵・初ノ宮行幸の事件簿 ３

山口 幸三郎

いらっしゃいませ下町和菓子栗丸堂５

似鳥 航一

絶対城先輩の妖怪学講座 １２

峰守 ひろかず

コンビニたそがれ堂花時計

村山 早紀

遺跡発掘師は笑わない鬼ヶ島の証明

桑原 水菜

白銀の墟玄の月 第３巻・４巻

小野 不由美

おとなりの晴明さん 第６集

仲町 六絵

最後の晩ごはん秘された花とシフォンケーキ

椹野 道流

最後の晩ごはん閉ざした瞳とクリームソーダ

椹野 道流

最後の晩ごはん地下アイドルと筑前煮

椹野 道流

おやすみの神様

鈴森 丹子

後宮の夜叉姫 １・２

仁科 裕貴

異世界居酒屋「のぶ」 ６杯目

蝉川 夏哉

スープ屋しずくの謎解き朝ごはん子ども食堂と家族のおみそ汁

友井 羊

霊視るお土産屋さん ２

平田 ノブハル

三日間の幸福

三秋 縋

８年越しの花嫁キミの目が覚めたなら 文庫版

中原 尚志

豆の上で眠る

湊 かなえ

東京百景

又吉 直樹

冬に咲く花のように生きたあなた

こがらし 輪音

もういちどベートーヴェン

中山 七里

京都寺町三条のホームズ １３～１５

望月 麻衣

日本沈没２０２０

小松 左京

日本沈没 上

小松 左京

日本沈没 下

小松 左京

後宮の烏 １～４

白川 紺子

図書館の魔女 第１巻～４巻

高田 大介

この国のかたち 全６巻

司馬 遼太郎

９類 文学（単行本）
かくされた意味に気がつけるか？３分間ミステリー真実を知るのは誰？

緑川 聖司

かくされた意味に気がつけるか？３分間ミステリー謎からの挑戦状

黒 史郎

ラストでわかるだれの手紙 ５分間ノンストップショートストーリー

たから しげる

５４字の物語史 超短編小説で学ぶ日本の歴史

朝読書におすすめ！

氏田 雄介

５４字の物語ＺＯＯ 超短編小説で読むいきもの図鑑

新シリーズ入荷！

氏田 雄介

ポルターガイスト ３分でのぞく不思議・謎・怪奇

船木 妙子

未確認飛行物体 ３分でのぞく不思議・謎・怪奇

藤田 晋一

死後の世界を見た！？ ３分でのぞく不思議・謎・怪奇

藤田 晋一

ネッシーはいるのか？ ３分でのぞく不思議・謎・怪奇

藤田 晋一

魚の雨が降ってきた ３分でのぞく不思議・謎・怪奇

藤田 能成

まっしょうめん！胴を打つ勇気

あさだ りん

都会のトム＆ソーヤ 外伝１６．５

はやみね かおる

奇譚ルーム

はやみね かおる

君の知らない方程式 ＢＩＳビブリオバトル部

山本 弘

カケラ

湊かなえ

店長がバカすぎて

早見和真

勿忘草の咲く町で 安曇野診療記

夏川 草介

線は、僕を描く

砥上裕將

鬼人幻燈抄 葛野編 水泡の日々

中西 モトオ

虹いろ図書館のへびおとこ ５分シリーズ＋

櫻井 とりお

首里の馬

高山 羽根子

謎解きはディナーのあとで ３

東川 篤哉

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 １３

廣嶋 玲子

雨ふる本屋と雨かんむりの花

日向 理恵子

ノースライト

横山 秀夫

百年の散歩

多和田 葉子

