もう９月です☆東華祭(⌒∇⌒)楽しみですね★準備は万

神奈川県立小田原東高等学校 図書館

端ですか？！皆さんのことですから間に合わせるので

開館時間 8：50 頃 ～ 16：45

しょうけれど、頑張りすぎて疲れたら図書館へきてホッ

開 館 日 課業日

と一息つくのもいいんじゃないでしょうか（怒られない
程度に･･･）。代休があけたら、夏休みに借りた本の返
却をお忘れなく♪

会議や司書の休み、出張などで閉館する
場合があります。詳しくはカレンダーやTwitter
（＠odaE_lib）などをご確認ください。

夏休み貸出返却は13日(水)ま で に

小田原東高校図書館だより

2017.09

東華祭図書委員会古本市やっ
てます!おまけあり!!キテネ!!!

本好き 図書委員 のオススメ 本を たく さ
ん紹介し て いま す♪ 先生方の愛情あふ
れる (^▽^)オススメ
本も、 ぜひ来館し て
手に取っ て みて く だ
さい★

今月の予定

今月 の 展示
新しく入った本
★はリクエスト、☆は寄贈で入った本です(^▽^)/
┏総記（000〜099） General Works
002-ｵ/ 13歳からの手帳活用術/ 小沢淳/ ﾒｲﾂ出版
┏哲学（100〜199） Philosophy
★123-ｺ/ 論語/ 孔子 斎藤孝/ 筑摩書房
★141-ｶ/ NANA恋愛勝利学/ 香山ﾘｶ/ 集英社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
147-ﾄ/ 微霊感体質まちこ/ 角川←不思議なことってあるよね…
159-ｳ/ 専業主婦が就職するまでにやっておくべき8つのこと/ 薄井ｼﾝｼ
ｱ/ 角川
159-ｻ/ 女の子が生きていくときに､覚えていてほしいこと/ 西原理恵
子/ 角川←人生は幸せになるためにある！
159-ｽ/ 宝くじで1億円当たった人の末路/ 鈴木信行/ 日経BP
社←意外と読後感がイイんです♫
★159-ﾃ/ 筋ﾄﾚﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ/ Testosterone/ 宝島社
★159-ﾎ/ 決めた未来しか実現しない/ 本田健/ ｻﾝﾏｰｸ出版
★159-ﾖ/ Rookies勝利学/ 吉野敬介/ 集英社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
┏歴史（200〜299） History
209-ｾ/ EUやらｲｽﾗﾑやら､ここ100年くらいの世界情勢をﾏﾝｶﾞでﾁ
ﾗｯと振り返る/ 関真興/ 宝島社←春香さんもオススメ
209-ﾊ/ まんがでわかるｻﾋﾟｴﾝｽ全史の読み方/ 葉月/ 宝島社
289-ﾐ/ ﾅﾋﾞﾗとﾏﾗﾗ/ 宮田律/ 講談社
290-ﾂ/ ﾊﾝﾃﾞがあっても海外個人旅行はできる!/ 津川英樹/ ｲｶﾛ
ｽ出版
★291-ｶ/ 神奈川県内乗合ﾊﾞｽ･ﾙｰﾄあんない/ JTBﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝ
ｸﾞ←バス好きのアノ先生オススメ
291-ﾔ/ ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ温泉で家族旅行/ 山崎まゆみ/ 昭文社
291-ﾙ/ るるぶ仙台 松島 宮城、天橋立･城崎 丹後･但馬･
竹田城跡/ JTBﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ
┏社会科学（300〜399） Social Sciences
314-ｶ/ 国会女子の忖度日記/ 神沢志万/ 徳間書店
★317-ｺ/ 高卒程度公務員直前必勝ｾﾞﾐ 29年度/ 実務教
育出版
320-ﾀﾞ/ 法律ﾄﾘﾋﾞｱ大集合/ 第一法規←そんなことまで法定
334-ｶ/ 未来の年表 / 河合雅司/ 講談社
335-ｳ/ ﾏﾝｶﾞ自営業の老後/ 上田惣子/ 文響社
335-ﾌ/ あの会社はこうして潰れた/ 藤森徹/ 日経新聞出版社
366-ﾅ/ 義肢装具士になるには/ 益田美樹/ ぺりかん社
★368-ｷ/ ｢ﾎｰﾑﾚｽ｣襲撃事件と子どもたち/ 北村年子/ 太郎次
郎社ｴﾃﾞｨﾀｽ←いのちの授業
368-ﾔ/ 誰もﾎﾞｸを見ていない/ 山寺香/ ﾎﾟﾌﾟﾗ社
369-ｾ/ ｢生活保護なめんな｣ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ事件から考える/ あけび書
房←小田原のことです
★375-ｲ/ 子どもに｢ﾎｰﾑﾚｽ｣をどう伝えるか/ 生田武志 北村年
子/ ﾎｰﾑﾚｽ問題の授業づくり全国ﾈｯﾄ←いのちの授業
376-ｾﾞ/ あそびﾊﾟｰﾌｪｸﾄBOOK/ ﾅﾂﾒ社
383-ｴ/ 歴ﾒｼ!/ 遠藤雅司/ 柏書房
┏自然科学（400〜499） Natural sciences
☆407-ﾌ/ 出張型ｻｲｴﾝｽｲﾍﾞﾝﾄ/ 藤嶋昭/ 学研ﾌﾟﾗｽ
457-ﾂ/ ｶﾗｰ図解古生物たちのふしぎな世界/ 土屋健/ 講談社
460-ﾌ/ 新版動的平衡/ 福岡伸一/ 小学館

図書委員 ＆ 先生のオススメ本

480-ｲ/ ざんねんないきもの事典 続/ 今泉忠明/ 高橋書店
★490-ﾊﾞ/ 描かれた病/ ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾊﾞｰﾈｯﾄ/ 河出書房新社
491-ｽ/ 汗はすごい/ 菅屋潤壱/ 筑摩書房
491-ﾋ/ 左利きあるある右利きないない/ 左来人/ ﾎﾟﾌﾟﾗ社
497-ﾆ/ 自分でできるﾃﾞﾝﾀﾙｹｱ/ 西原郁子/ ｱｽｺﾑ
498-ﾄ/ その調理､9割の栄養捨ててます!/ 世界文化社
☆498-ﾐ/ 精神科ﾅｰｽになったわけ/ 水谷緑/ ｲｰｽﾄ･ﾌﾟﾚｽ←
「生きたいから死にたいと辛い」
498-ﾜ/ 飲んではいけない飲みもの飲んでもいい飲みもの/ 渡辺雄二/
大和書房

┏技術（500〜599） Technology
518-ｺ/ 世界の防犯/ 小宮信夫/ 小学館
★595-ｵ/ HIIT体脂肪が落ちる最強ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ/ 岡田隆/ ｻﾝﾏｰ
ｸ出版
┏産業（600〜699） Industry
648-ﾎ/ 知っておいしいﾁｰｽﾞ事典/ 本間るみ子/ 実業之日本社
672-ｴ/ すごい立地戦略/ 榎本篤史/ PHP研究所
675-ﾅ/ ﾙﾎﾟどうなる?どうする?築地市場/ 永尾俊彦/ 岩波書店
★689-ﾃﾞ/ 東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｼｰﾊﾟｰﾌｪｸﾄｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ、ﾚｽﾄﾗﾝｶﾞｲ
ﾄﾞﾌﾞｯｸ、ｸﾞｯｽﾞｺﾚｸｼｮﾝ/ 講談社
┏芸術（700〜799） The arts
★726-ｱ/ 文豪ｽﾄﾚｲﾄﾞｯｸﾞｽ 13/ 朝霧ｶﾌｶ/ 角川
☆★726-ｱ/ 銀の匙 14/ 荒川弘/ 小学館
★726-ｱ/ この音とまれ! 15/ ｱﾐｭｰ/ 集英社
☆★726-ｲ/ 進撃の巨人 23/ 諌山創/ 講談社
☆★726-ｻ/ 潔癖症男子!青山くん 1,2/ 坂本拓著/ 集英社
☆★726-ｼ/ 君に届け 29/ 椎名軽穂/ 集英社
★726-ｼ/ 37.5℃の涙 10/ 椎名ﾁｶ/ 小学館
☆★726-ｼ/ はたらく細胞 05/清水茜/講談社
★726-ｽ/ ｺｳﾉﾄﾞﾘ 10～18/ 鈴ﾉ木ﾕｳ/ 講談社
★726-ｽ/ ちはやふる 35/ 末次由紀/ 講談社
☆★726-ﾃ/ 筋ﾄﾚ社長/ Testosterone/ 角川
★726-ﾄ/ 戦争と平和/ ﾄﾙｽﾄｲ/ ｲｰｽﾄ･ﾌﾟﾚｽ
☆★726-ﾆ/ 博多弁の女の子はかわいいと思いませんか? 1/新島
秋一/秋田書店
★726-ﾌ/ いちにちおもちゃ/ ふくべあきひろ/ PHP研究所
★764-ﾔ/ 金賞よりも大切なこと/ 山崎正彦/ ｽﾀｲﾙﾉｰﾄ
774-ﾂ/ 歌舞伎の解剖図鑑/ 辻和子/ ｴｸｽﾅﾚｯｼﾞ
778-ﾌﾞ/ 文豪ｽﾄﾚｲﾄﾞｯｸﾞｽ公式ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ深化録/ 角川
★780-ﾀ/ ﾀﾊﾞﾀ式ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ/ 田畑泉/ 扶桑社
★785-ｲ/ 井村雅代ｺｰﾁの結果を出す力/ PHP研究所
★785-ｸ/ もっと速くなる水泳･練習法/ 黒瀬幹夫/ 電波社
┏言語（800〜899） Language
★809-ｻ/ 声に出して読みたい方言/ 斎藤孝/ 草思社
★816-ﾔ/ 残念ながら､その文章では伝わりません/ 山口拓朗/ 大
和書房
┏文学（900〜999） Literature
901-ｱ/ 感情類語辞典/ ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｯｶｰﾏﾝ/ ﾌｨﾙﾑｱｰﾄ社
902-ﾓ/ I Love Youの訳し方/ 望月竜馬/ 雷鳥社
910-ｲ/ ｢司馬遼太郎｣で学ぶ日本史/ 磯田道史/NHK出版
910-ｺ/ 夏目漱石解体全書/ 香日ゆら/ 河出書房新社

☆913.6-ｱ/ Jimmy/ 明石家さんま/ 文芸春秋
★913.6-ｱ/ 眠らせ姫からの贈り物/ 悪ﾉP/ PHP研究所
★913.6-ｱ/ 雨の降る日は学校に行かない/ 相沢沙呼/ 集英社
←人気作文庫で入りました
★913.6-ｱ/ ﾅｲﾂ&ﾏｼﾞｯｸ 3/ 天酒之瓢/ 主婦の友社
★913.6-ｱ/ 悪徳のｼﾞｬｯｼﾞﾒﾝﾄ/ 悪ﾉP/ PHP研究所
★913.6-ｱ/ 弥栄の烏/ 阿部智里/ 文芸春秋←完結
★913.6-ｱ/ ﾅｲﾂ&ﾏｼﾞｯｸ 1,2/ 天酒之瓢/ 主婦の友社
★913.6-ｲ/ 打ち上げ花火､下から見るか?横から見るか?/ 岩井
俊二/ 角川←映画原作
★913.6-ｲ/ 少年たちは花火を横から見たかった/岩井俊二/角川
☆913.6-ｲ/ AX/ 伊坂幸太郎/ 角川
☆913.6-ｲ/ 少女は夜を綴らない/ 逸木裕/ 角川
★913.6-ｳ/ 桜のような僕の恋人/ 宇山佳佑/ 集英社
★913.6-ｶ/ 水の杜の人魚/ 風森章羽/ 講談社
★913.6-ｶ/ 心霊探偵八雲 10/ 神永学/ 角川
★913.6-ｻ/ 魔法科高校の劣等生SS/ 佐島勤/ 角川
★913.6-ｻ/ 君は月夜に光り輝く/ 佐野徹夜/ 角川
★913.6-ｻ/ 変態王子と笑わない猫｡ 11/ さがら総/ 角川
★913.6-ｻ/ 魔法科高校の劣等生 23/ 佐島勤/ 角川
★913.6-ｼ/ 夜が明けたら､いちばんに君に会いにいく/ 汐見夏衛/
ｽﾀｰﾂ出版
★913.6-ｼ/ ｶﾞﾝｹﾞｲﾙ･ｵﾝﾗｲﾝ 5/ 時雨沢恵一/ 角川
★913.6-ｿ/ 銀魂 映画ﾉﾍﾞﾗｲｽﾞ/ 空知英秋/ 集英社
★913.6-ﾀ/ おまえのすべてが燃え上がる/ 竹宮ゆゆこ/ 新潮社
913.6-ﾁ/ 小説心が叫びたがってるんだ｡/ 小学館
913.6-ﾅ/ 教団X/ 中村文則/ 集英社
★913.6-ﾆ/ 黙視論/ 一肇/ 角川
★913.6-ﾆ/ 忍物語/ 西尾維新/ 講談社←最新作
☆913.6-ﾉ/ ｳﾂﾎﾞｶｽﾞﾗの夢/ 乃南ｱｻ/ 双葉社←ドラマ原作
★913.6-ﾊﾞ/ 蜘蛛ですが､なにか? 3/ 馬場翁/ 角川
913.6-ﾌ/ ﾊﾞﾁｶﾝ奇跡調査官 黒の学院/ 藤木稟/ 角川書店
★913.6-ﾌ/ ｴﾛﾏﾝｶﾞ先生 2,3/ 伏見つかさ/ 角川←ｱﾆﾒ原作
★913.6-ﾎﾞ/ この世で最後のﾃﾞｰﾄをきみと/ 坊木椎哉/ 集英社
913.6-ﾏ/ 5まで数える/ 松崎有理/ 筑摩書房
★913.6-ﾏ/ 映画暗殺教室/ 松井優征/ 集英社
★913.6-ﾏ/ ｵｰﾊﾞｰﾛｰﾄﾞ 4/ 丸山くがね/ ｴﾝﾀｰﾌﾞﾚｲﾝ
913.6-ﾒ/ 名作転生 1 悪役ﾘﾒﾝﾊﾞｰ/ 北野勇作/ 学研ﾌﾟﾗｽ
913.6-ﾓ/ 出会いなおし/ 森絵都/ 文芸春秋
913.6-ﾔ/ 映画兄に愛されすぎて困ってます/ 夜神里奈/ 小学館
913.6-ﾕ/ 夜明け告げるﾙｰのうた 小説/ 湯浅政明/ 角川
☆913.6-ﾕ/ ｾｼﾙのもくろみ/ 唯川恵/ 光文社←ﾄﾞﾗﾏ原作
★913.6-ﾕ/ ﾄﾞｸﾞﾗ･ﾏｸﾞﾗ 上下/ 夢野久作/ 角川書店
916-ﾐ/ 顔ﾆﾓﾏｹｽﾞ/ 水野敬也/ 文響社
☆933-ｽ/ ﾒｱﾘと魔女の花 新訳/ ﾒｱﾘｰ･ｽﾁｭｱｰﾄ/ 角川
★933-ﾁ/ ﾛﾝｸﾞ･ｸﾞｯﾄﾞﾊﾞｲ/ ﾚｲﾓﾝﾄﾞ･ﾁｬﾝﾄﾞﾗｰ/ 早川書房
★949-ｱ/ 影/ ﾊﾝｽ･ｸﾘｽﾁｬﾝ･ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ/ 評論社
★953-ｻ/ 星の王子さま/ ｻﾝ=ﾃｸﾞｼﾞｭﾍﾟﾘ/ 岩波書店
★953-ﾙ/ にんじん/ ﾙﾅｰﾙ/ 光文社←舞台原作
★983-ﾄ/ 戦争と平和 1～4/ ﾄﾙｽﾄｲ/ 新潮社
★進路/ 全国大学推薦･AO入試合格対策号、全国大学
内容案内号/ 旺文社

