神奈川県立小田原東高等学校 図書館

先日は素晴らしい体育祭をありがとうございま
した！６月ですね☆連休もないし、梅雨入りす

開館時間 8：50 頃 ～ 16：45

るし…と元気が出ない人はいませんか？図書館

開 館 日 課業日

で「魂を揺さぶり、明るく照らす」展示やって

会議や司書の休み、出張などで閉館する

ます(^▽^)/ また、６月を制する者は９月の

場合があります。詳しくはカレンダーやTwitter

文化祭を制します。文化祭を盛り上げるヒント

（＠odaE_lib）などをご確認ください。

にあふれた本も、図書館にはたくさんあります
よ！ぜひご来館ください♪

小田原東高校図書館だより

2017.06

今月の予定

今月 の 展示
【図書館前展示：ハレの本】

○ ○ の 恋＆ ハレ の 本 雨の 日 に 読みた い

例年、この時期は「雨」にまつわる本を展示していました。でも梅雨のときは、毎日の
ようにホンモノの雨を目にするはず。図書館まで「雨」をやらなくてもいいんじゃないか！？という
ことで、今年は恋しいハレの本を集めてみました。外は雨でも、図書館は晴れ晴れ～
(^▽^)/ ユーウツ気分が少しでもハレたら…という気持ちで選んだ本を、皆様にお楽しみ
いただけましたら幸いです☀

新しく入った本
┓総記（000～099） General Works
070-ﾌﾟ/ 芸人式新聞の読み方/ ﾌﾟﾁ鹿島/ 幻冬舎

┓哲学（100～199） Philosophy
160-ｼ/ 宗教ってなんだろう?/ 島薗進/ 平凡社
★193-ﾘ/ ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾊﾞｲﾌﾞﾙ 新約/ いのちのことば社

┓歴史（200～299） History
289-ｸ/ 甘くてかわいいお菓子の仕事 自分流･夢の叶え方/
KUNIKA/ 河出書房新社
★292-ﾁ/ 地球の歩き方 aruco2 ｿｳﾙ/ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ･ﾋﾞｯｸﾞ社
★292-ﾙ/ るるぶﾌｨﾘﾋﾟﾝ ｾﾌﾞ島･ﾏﾆﾗ A15/ JTBﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

┓社会科学（300～399） Social Sciences
314-ﾀ/ 中高生からの選挙入門/ 谷隆一/ ぺりかん社
★317-ｼ/ 初級公務員試験早わかりﾌﾞｯｸ 2018年度版 高卒程
度/ 実務教育出版
★320-ﾊ/ 模範小六法 平成29年版/ 三省堂
326-ﾀ/ 共謀罪の何が問題か/ 髙山佳奈子/ 岩波書店
331-ﾊ/ 経済用語図鑑/ 花岡幸子/ WAVE出版
361-ｼ/ ｢ｺﾐｭ力｣ｱｯﾌﾟ実践講座/ 下平久美子/ ｵﾚﾝｼﾞﾍﾟｰｼﾞ
☆366-ｻ/ 私が士業として生きる理由/ 東京ﾘｰｶﾞﾙﾏｲﾝﾄﾞ
366-ｼ/ ｢死ぬくらいなら会社辞めれば｣ができない理由/ 汐街
ｺﾅ/ あさ出版
366-ﾅ/ 保健師･養護教諭になるには/ 山崎京子/ ぺりかん社
369-ｵ/ 魂でもいいから､そばにいて 3･11後の霊体験を聞く/
奥野修司/ 新潮社
375-ﾀ/ 学年ﾋﾞﾘから東大へ進み､作家になった私の勉強法/
竹内薫/ PHP研究所
☆375-ﾅ/ 大合格/ 中田敦彦/ KADOKAWA
★377-ｽ/ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ留学のすべてがわかる!/ ｱﾙｸ
377-ﾆ/ 学就BOOK 大学1､2年生の間にやっておきたいこと/ 日
経HR
377-ﾐ/ 大学生が狙われる50の危険/ 青春出版社

┓自然科学（400～499） Natural sciences
431-ﾖ/ 元素生活/ 寄藤文平/ 化学同人
457-ﾏ/ 深読み!絵本『せいめいのれきし』/ 真鍋真/ 岩波書店
472-ﾊ/ おもしろ植物図鑑/ 花福こざる/ 誠文堂新光社
486-ﾌ/ ﾌｧｰﾌﾞﾙ昆虫記 第10巻下 完訳/ ｼﾞｬﾝ=ｱﾝﾘ･ﾌｧｰﾌﾞﾙ/ 集
英社

【図書館中展示：○○の恋】
映画やドラマでもよくテーマになる「ある恋のかたち」を描いた本を集めました。どんな
恋の本なのか気になる人は、ぜひ来館してその目で確かめてください。

お 知ら せ そ ろ そ ろ 督促状を 出し ま す

☆491-ｲ/ 自分では気づかない､ｺｺﾛの盲点/ 池谷裕二/ 講談
社
★492-ﾀ/ 自分でできる!筋膜ﾘﾘｰｽﾊﾟｰﾌｪｸﾄｶﾞｲﾄﾞ/ 竹井仁/ 自
由国民社
496-ﾜ/ 病気を見きわめる目のしくみ事典/ 若倉雅登/ 技術評
論社
★498-ｷ/ 実はｽｺﾞｲ四股/ 木村匡宏/ ﾜﾆﾌﾞｯｸｽ

┓技術（500～599） Technology
547-ﾘ/ YouTube投稿&集客/ 技術評論社
593-ｵ/ ぽっちゃり女子のﾌｧｯｼｮﾝbook/ 大瀧彩乃/ 主婦と生
活社
★596-ﾌﾞ/ 美味礼讃 上下/ ﾌﾞﾘｱ‐ｻｳﾞｧﾗﾝ/ 岩波書店

┓産業（600～699） Industry
★689-ｶ/ ﾃﾞｨｽﾞﾆｰそうじの神様が教えてくれたこと/ 鎌田洋/
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

┓芸術（700～799） The arts
★☆726-ｵ/ 透明なゆりかご 5/ 沖田×華/ 講談社
★726-ｶ/ The very hungry caterpillar/ Eric Carle/ Puffin
★726-ｼ/ おおきな木/ ｼｪﾙ･ｼﾙｳﾞｧｽﾀｲﾝ/ あすなろ書房
★☆726-ｼ/ 君に届け 19～28/ 椎名/軽穂/ 集英社
★726-ｼﾞ/ どろんこﾊﾘｰ/ ｼﾞｰﾝ･ｼﾞｵﾝ/ 福音館書店
★726-ｼ/ 37.5℃の涙 9/ 椎名ﾁｶ/ 小学館
★726-ﾅ/ ぐりとぐらのえんそく/ 中川李枝子/ 福音館書店
★726-ﾖ/ なつみはなんにでもなれる/ ﾖｼﾀｹｼﾝｽｹ/ PHP研究所
★726-ﾚ/ Frederick/ Leo Lionni/ Alfred a Knopf
★748-ｵ/ 切断ｳﾞｨｰﾅｽ/ 越智貴雄/ 白順社
★764-ﾅ/ ｢行動四原則｣で強くなる吹奏楽/ 中畑裕太/ 竹書
房
★764-ﾆ/ 人気ﾎﾞｶﾛ曲あつめてみた｡/ ｼﾝｺｰﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｴﾝﾀﾃｲﾒﾝ
ﾄ
☆780-ｽ/ ｽﾎﾟｰﾂで地域活性化vol.1～12/ ｽﾎﾟｰﾂ庁
783.5-ｵ/ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ基本と戦術/ 大屋貴司/ 実業之日本社
783.6-ﾐ/ 卓球宮﨑義仁式最先端ﾄﾞﾘﾙ/ 宮﨑義仁/ ﾍﾞｰｽﾎﾞｰ
ﾙ･ﾏｶﾞｼﾞﾝ社
788-ﾏ/ ﾃﾚﾋﾞでは言えない大相撲観戦の極意/ 舞の海秀平/
ﾎﾟﾌﾟﾗ社
796-ﾜ/ 図解ﾁｪｽ入門/ 渡辺暁/ 朝日新聞出版

┓言語（800～899） Language
★811-ﾍ/ Remembering the Kanji/ James W. Heisig/ Univ of
Hawaii Pr
816-ｻ/ 伝わる文章 Before After/ 坂本俊夫/ まむかいﾌﾞｯｸｽ

ｷﾞｬﾗﾘｰ
834-ﾖ/ ｲﾗｽﾄ記憶法で脳に刷り込む英単語1880 TOEIC完全対
応/ 吉野邦昭/ あさ出版

┓文学（900～999） Literature
★☆913.6-ｱ/ 追憶/ 青島武/ 小学館
★913.6-ｱ/ 悪ﾉ娘 赤のﾌﾟﾗｴﾙﾃﾞｨｳﾑ/ 悪ﾉP(mothy)/ PHP研究
所
☆913.6-ｲ/ 代償/ 伊岡瞬/ KADOKAWA
★913.6-ｶ/ 祝もものき事務所/ 茅田砂胡/ 中央公論新社
★913.6-ｶ/ ｿｰﾄﾞｱｰﾄ･ｵﾝﾗｲﾝ 19/ 川原礫/ KADOKAWA
★913.6-ｶ/ ﾉｰｹﾞｰﾑ･ﾉｰﾗｲﾌ 9/ 榎宮祐/ KADOKAWA
★913.6-ｷ/ NARUTO ﾄﾞ根性忍伝/ 岸本斉史/ 集英社
★913.6-ｸ/ 小説千本桜 3/ 黒うさP/ KADOKAWA
★913.6-ｺ/ ｾﾞﾛから始める魔法の書/ 虎走かける/ KADOKAWA
913.6-ｻ/ ｽｳｨﾝｸﾞしなけりゃ意味がない/ 佐藤亜紀/ KADOKAWA
☆913.6-ｼ/ 短編少年/ 集英社
☆913.6-ｼ/ 検察側の罪人 上下/ 雫井脩介/ 文藝春秋
★913.6-ｼ/ ｶﾞﾝｹﾞｲﾙ･ｵﾝﾗｲﾝ 2/ 時雨沢恵一/ KADOKAWA
913.6-ｽ/ 君の膵臓をたべたい/ 住野よる/ 双葉社
★913.6-ｾ/ 365日､君をずっと想うから｡/ SELEN/ ｽﾀｰﾂ出版
913.6-ﾀﾞ/ 女生徒/ 太宰治/ 角川書店
913.6-ﾂ/ かがみの孤城/ 辻村深月/ ﾎﾟﾌﾟﾗ社
☆913.6-ﾅ/ 悪と仮面のﾙｰﾙ/ 中村文則/ 講談社
☆913.6-ﾆ/ 彼女の色に届くまで/ 似鳥鶏/ KADOKAWA
★913.6-ﾆ/ さよならの次にくる 卒業式編/ 似鳥鶏/ 東京創元
社
★913.6-ﾆ/ 掟上今日子の裏表紙/ 西尾維新/ 講談社
913.6-ﾈ/ 囚人と紙飛行機 少年ﾊﾟﾗﾄﾞｯｸｽ/ 猫ﾛ眠@囚人P/ PHP
研究所
☆913.6-ﾊ/ 22年目の告白/ 浜口倫太郎/ 講談社
913.6-ﾌ/ 帝一の國 映画ﾉﾍﾞﾗｲｽﾞ/ 古屋兎丸/ 集英社
★913.6-ﾏ/ 貴族探偵対女探偵/ 麻耶雄嵩/ 集英社
913.6-ﾏ/ 劇場/ 又吉直樹/ 新潮社
☆913.6-ﾐ/ 美しい星/ 三島/由紀夫/ 新潮社
913.6-ﾔ/ お宝探しが好きすぎて/ 山田悠介/ 文芸社
☆914-ｻ/ 九十歳｡何がめでたい/ 佐藤愛子/ 小学館
914-ﾎ/ いのちの車窓から/ 星野源/ KADOKAWA
☆916-ﾀ/ うつﾇｹ/ 田中圭一/ KADOKAWA
933-ﾀ/ ｽﾚｰﾃｯﾄﾞ 消された記憶/ ﾃﾘ･ﾃﾘｰ/ 祥伝社
★951-ﾗ/ 地獄の季節/ ﾗﾝﾎﾞｵ/ 岩波書店
☆雑誌-/ 寄贈雑誌 月刊ﾐｽﾃﾘｰ ﾎﾞﾆｰﾀ
★はリクエスト、☆は寄贈で入った本です(^▽^)/

