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10020844 007/A VRが変えるこれからの仕事図鑑 赤津慧 光文社 10020849 222/O 一冊でわかる中国史
岡本隆司監
修

河出書房新社

20013275 007/Mo イラストで読むAI入門 森川幸人 筑摩書房 10020838 234/Se 一冊でわかるドイツ史 関眞興 河出書房新社

20013277 019/To
もっとある!学校図書館の司書が選ぶ小中高生
におすすめの本220

学校図書館ス
タンプラリー
実行委員会

ぺりかん社 10020850 237/Ki 一冊でわかるイタリア史 北原敦監修 河出書房新社

10020806 023/I いま、子どもの本が売れる理由  飯田一史 筑摩書房 20013269
304/Ni
/2020

ニュース検定公式テキスト : 2020年度版時事力
発展編

日本ニュース
時事能力検
定協会監修

毎日新聞社

20013278 069/Yo
ミュージアムを知ろう
: 中高生からの美術館・博物館入門

横山佐紀 ぺりかん社 10020861 312/Wo
言論の不自由 : 香港、そしてグローバル民主主
義にいま何が起こっているのか

ジョシュア・
ウォン, ジェイ
ソン・Y・ゴー

河出書房新社

20013274 070/I
その情報はどこから? : ネット時代の情報選別
力

猪谷千香 筑摩書房 10020817 331/Ka
図解ニュースに出る経済数字の本当の読み方:
俗説やフェイクを見抜く一生モノのスキルが身
につく本

角川総一 WAVE出版

20013261
102/Chi
/6

啓蒙と人間感情論 : 世界哲学史6 ; 近代1 伊藤邦武 筑摩書房 10020820 333/A
こどもSDGs : なぜSDGsが必要なのかがわかる
本

秋山宏次郎
監修

 カンゼン

20013262
102/Chi
/8

グローバル時代の知 : 世界哲学史8 ; 現代 伊藤邦武 筑摩書房 10020815 366/Ta 21世紀の新しい職業図鑑 : 未来の職業ガイド 武井一巳 秀和システム,

20013256 116/O 一生使える!13歳からの論理ノート 小野田博一 PHP研究所 10020863 367/I
どうしたらいいかわからない君のための人生の
歩きかた図鑑

石井光太 日本実業出版社

10020807 140/Ho となりの心理学 星薫 左右社 20013255 368/Tsu 京アニ事件 津堅信之 平凡社

10020860 141/Mo
1は赤い。そして世界は緑と青でできている。
: 「文字に色が見える」共感覚の話

望月菜南子 飛鳥新社 20013253 370/Mi 教育業界で働く 三井綾子 ぺりかん社

10020839 146/Fu マインドフルネスの教科書 藤井英雄 Clover出版 20013276 372/Shi 学力格差を克服する 志水宏吉 筑摩書房

10020842 150/Ya どう解く? : 答えのない道徳の問題
やまざきひろ
し

ポプラ社 10020809 460/Sa
若い読者に贈る美しい生物学講義
 : 感動する生命のはなし

更科功 ダイヤモンド社

10020857 158/Sa
友だちってなんだろう?
 : ひとりになる勇気、人とつながる力

齋藤孝 誠文堂新光社 10020813 491/Sa 世界を変えた微生物と感染症 左巻健男編 祥伝社

10020856 159/U 10代の「めんどい」が楽になる本 内田和俊 KADOKAWA 20013260 493/Ko 世界史を変えたパンデミック 小長谷正明 幻冬舎

10020819 210/Sa
日本人と動物の歴史
: 日本人にとって動物とは何か

實吉達郎 カンゼン 10020808 498/A
はじめてのマインドフルネス : 26枚の名画に学
ぶ幸せに生きる方法

クリストフ・ア
ンドレ

紀伊國屋書店

10020846 210/Ma 教養としての歴史問題 前川一郎編 東洋経済新報社 10020814 498/Fu/1 マインドフルネス「人間関係」の教科書 藤井英雄 Clover出版

～新しい本が入りました！～ 新着図書案内 メディアライブラリー2020.9 No.04
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10020852 498/W 「在宅医療」で働く人の一日
WILLこども知
育研究所編

保育社 10020848 913/U みかん、好き? 魚住直子 講談社

10020853 498/W 義肢装具士の一日
WILLこども知
育研究所編

保育社 20013266 913/E/19 5分後に謎解きのラスト エブリスタ編 河出書房新社

10020816 519/Ma グレタ・トゥーンベリ
 ヴィヴィアナ・
マッツァ

金の星社 20013270 913/O 遙かに届くきみの聲 大橋崇行 双葉社

10020851 520/W 建築士の一日
WILLこども知
育研究所編

保育社 10020818 913/Ko 代表取締役アイドル 小林泰三 文藝春秋

10020862 721/Ma 浮世絵の解剖図鑑 : 江戸の暮らしがよく分かる 牧野健太郎 エクスナレッジ 10020829 913/Shi これは、僕と君の小説 東雲ソウ
幻冬舎メディア
コンサルティング

10020855 760/I
音楽ってなんだろう? : 知れば知るほど楽しくな
る

池辺晋一郎 平凡社 10020810 913/Sha ロミオとジュリエット : 小説で読む名作戯曲
シェイクスピ
ア原作

光文社

10020828 760/Su ハーバード大学は「音楽」で人を育てる 菅野恵理子
アルテスパブリッシ
ング

20013271 913/Su/5 おやすみの神様 鈴森丹子  KADOKAWA

20013268 760/Mi 音楽が聴けなくなる日 宮台真司 集英社 10020830 913/Ta 首里の馬 高山羽根子 新潮社

10020840 761/A 楽典 : 音楽の基礎から和声へ
小鍛冶邦隆
監修

アルテスパブリッシ
ング

10020811 913/Chi 曽根崎心中 : 小説で読む名作戯曲
近松門左衛
門原作

光文社

10020841 761/A 音楽用語の基礎知識
久保田慶一
編

アルテスパブリッシ
ング

10020831 913/To 破局 遠野遥 河出書房新社

10020821 761/A
豊かな音楽表現のためのノート・グルーピング
入門

J.M.サーモン
ド

アルテスパブリッシ
ング

10020845 913/Na きみの存在を意識する 梨屋アリエ ポプラ社

10020812 762/Ni クラシックでわかる世界史 西原稔
アルテスパブリッシ
ング

20013258 913/Na R帝国 中村文則 中央公論新社

10020834
-4,5,6

767/Ha
/1,2,3

文化系のためのヒップホップ入門 長谷川町蔵
アルテスパブリッシ
ング

20013273 913/Ni/2 新本格魔法少女りすか2 西尾維新 講談社

10020833 778/O 90分でわかるアニメ・声優業界 落合真司 青弓社 10020847 913/Ha 少年と犬 馳星周 文藝春秋

10020859 813/I ことばハンター : 国語辞典はこうつくる 飯間浩明 ポプラ社 20013280 913/P/16 秋の物語 : ラストで君は「まさか!」と言う PHP研究所編 PHP研究所

10020858 814/Yu 言の葉連想辞典 遊泳舎編 遊泳舎 20013279 913/P/17 見えない秘密 : ラストで君は「まさか!」と言う PHP研究所編 PHP研究所

20013267 913/A 思い、思われ、ふり、ふられ 阿部暁子 集英社 20013259 913/Mi/2 炎炎ノ消防隊 : 謎の白装束 緑川聖司 講談社

20013263 913/A/4 灰の轍 : 警視庁文書捜査官 麻見和史 KADOKAWA 10020822 913/Mi/1 導かれし太陽 : 日本国召喚 みのろう ポニーキャニオン

20013272 913/A/7 銀翼の死角 : 警視庁文書捜査官 麻見和史 KADOKAWA 10020823 913/Mi/2 滅びゆく栄光. 上 : 日本国召喚 みのろう ポニーキャニオン
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10020824 913/Mi/3 滅びゆく栄光. 下 : 日本国召喚 みのろう ポニーキャニオン

10020825 913/Mi/4 崩れる均衡 : 日本国召喚 みのろう ポニーキャニオン

10020826 913/Mi/5 新世界大戦 : 日本国召喚 みのろう ポニーキャニオン

10020827 913/Mi/6 激動のムー大陸 : 日本国召喚 みのろう ポニーキャニオン

20013254 913/Mi/5 あやかし草紙 : 三島屋変調百物語伍之続 宮部みゆき KADOKAWA

10020832 913/Mu 一人称単数 村上春樹 文藝春秋

20013264 913/Yu
海辺のカフェで謎解きを : マーフィーの幸せの
法則

悠木シュン マイクロマガジン社

10020837 914/Na ほんとうのリーダーのみつけかた 梨木香歩 岩波書店

20013265 914/Yo 欲が出ました
ヨシタケシン
スケ

新潮社

※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

図書館の本は学院みんなのものです


