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10020748 007/O
QRコードの奇跡 : モノづくり集団の発想転換が革
新を生んだ

小川進 東洋経済新報社 20013159 413/N 微分と積分 ニュートンプレス

20013118 019/Fu 本を読む人だけが手にするもの 藤原和博 筑摩書房 10020769 420/Ta 人物でよみとく物理 田中幸 朝日学生新聞社

20013122
102/Chi
/4

世界哲学史 個人の覚醒 伊藤邦武 筑摩書房 20013152 451/Yu 一番わかりやすい天気と気象の新知識 弓木春奈 河出書房新社

20013116
102/Chi
/5

世界哲学史 バロックの哲学. 伊藤邦武 筑摩書房 20013171 480/I ざんねんないきもの事典 下間文恵 高橋書店

20013131 141/Ku 繊細すぎてしんどいあなたへ 串崎真志 岩波書店 20013121 481/O 新種の発見 岡西政典 中央公論新社

20013161 159/Ta 10代から考える生き方選び 竹信三恵子 岩波書店 10020775
481/Ko/
15

先生、大蛇が図書館をうろついています! 小林朋道 築地書館

20013147 188/I 禅ってなんだろう? (中学生の質問箱) 石井清純 平凡社 20013149 498/Wa SDGsの基本がよく分かるオリジナルブックレット
和光会グループ
SDGsプロジェクト

10020755 210/Ka 流れが見えてくる日本史図鑑
かみゆ歴史
編集部編

ナツメ社 10020752 507/U
すごいぞ!はたらく知財 : 14歳からの知的財産入
門

内田朋子 晶文社

10020773 253/Se 一冊でわかるアメリカ史 関眞興 河出書房新社 20013117 523/O 一度は行きたい幻想建築 小谷匡宏 大和書房

20013174 292/A 24h Viet nam guide 若宮早希 朝日新聞出版 10020750 527/I 猫と住まいの解剖図鑑
いしまる
あきこ

エクスナレッジ

20013154 302/Chi 香港と日本 銭俊華 筑摩書房 20013157 589/Ko ゲーム業界で働く 小杉眞紀 ぺりかん社

10020776 302/Shi 知りたくなる韓国 新城道彦 有斐閣 10020756 740/A キャパとゲルダ
マーク・
アロンソン

あすなろ書房

10020774 304/I 武器になる!世界の時事問題 池上彰 大和書房 10020746 767/Ka できることならスティードで
加藤
シゲアキ

朝日新聞出版

20013132 313/Nu 議会制民主主義の活かし方 糠塚康江 岩波書店 20013119 779/Ma 東京百景 又吉直樹 KADOKAWA

20013162 319/I 知らないと恥をかく東アジアの大問題 池上彰 KADOKAWA, 20013156 908/Mi 本へのとびら : 岩波少年文庫を語る 宮崎駿 岩波書店

10020770 329/Ha わたしがかわるみらいもかわる 原琴乃 汐文社 20013141 913/A パドルの子 虻川枕 ポプラ社

20013146 366/O 10代のための資格・検定
大泉書店
編集部編

大泉書店 20013160 913/A/17
この素晴らしい世界に祝福を！ 〈１７〉
この冒険者たちに祝福を!

暁なつめ KADOKAWA

10020749 376/Ki 教養学部 木村由香里 ぺりかん社 20013163 913/A/33 緋弾のアリア〈３３〉花冠の帰還兵 赤松 中学 KADOKAWA

10020759 410/Ki 最強に面白い!!数学 ; 図形編. ニュートンプレス 10020757 913/I 天使のにもつ いとうみく 童心社

～新しい本が入りました！～

新着図書案内
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10020763 913/I しずかな魔女 市川朔久子 岩崎書店 10020762 933/Re ゴースト
ジェイソン
レノルズ

小峰書店

10020766 913/I アポリア : あしたの風 いとうみく 童心社

10020747 913/O ピュア = PURE 小野美由紀 早川書房

20013144 913/O 禁じられた楽園 恩田陸 徳間書店

20013145 913/O 金魚姫 荻原浩 KADOKAWA

10020764 913/Ka 境い目なしの世界 角野栄子 理論社

20013170 913/Ga
5分後に意外な結末ex 白銀の世界に消えゆく記
憶

桃戸ハル編 学研プラス

10020765 913/Te 夜が暗いとはかぎらない 寺地はるな ポプラ社

10020760 913/Na わたしの美しい庭 凪良ゆう ポプラ社

20013143 913/Ni 彼女の色に届くまで 似鳥鶏 KADOKAWA

10020751 913/Nu できない男 額賀澪 集英社

20013120 913/Mi 推理小説のようにはいかない 宮ケ瀬水 宝島社,

20013142 913/Mi 炎炎ノ消防隊 : 悪魔的ヒーロー登場 緑川聖司文 講談社

20013158 913/Po ほんとはずっと好きだった  櫻いいよ 他 ポプラ社

20013169 913/Po/3 乗り越えられない試練なんてない  青木美帆 ポプラ社

20013151 913/Po/4 自分を変えてくれる場所 安藤高弘 ポプラ社

20013150 913/Po/5 なりたい自分になれる  近江屋一朗文ポプラ社

10020761 913/Mu 魔女たちは眠りを守る 村山早紀 KADOKAWA

10020754 913/Ya 廉太郎ノオト 谷津矢車 中央公論新社

10020768 913/Yo 天使も怪物も眠る夜 吉田篤弘 中央公論新社

10020767 929/Ku それでも、素敵な一日 生田美保 ワニブックス

10020753 933/Ho 11番目の取引
アリッサ・
ホリングス
ワース

鈴木出版

※お願い※

学校からの本を持ち出し又は長期になる場合は必ず

カウンターに借りに来てください

カウンターに来ない場合は必ずその日に返却ボック

スに返却してくだい

図書室の本は学院みんなのものです 丁寧

に利用してください。

夏休み特別貸出

７月6日より夏休みの特別貸出を始めます。

冊数 10冊まで

返却期限日 ８月３１日

夏休み期間中の貸出返却は通常通り可能です。

ただし、８月３１日までの本を延長すること

はできません。


