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７月１日から雑誌の無料配布の予約を受け付けます。 
最新号を除くすべての号が対象です。 
 

対 象 雑 誌 一 覧 
    Ｎｅｗｔｏｎ ダ・ヴィンチ 栄養と料理 エコノミスト プレジデント  

東洋経済 アエラ ＦＩＮＥ ＢＯＹＳ Ｐａｔｉ Ｐａｔｉ スクリーン  
Ｗｉｎｋ Ｎｕｍｂｅｒ ノンノ 

 
配布は７月１２日から図書室で配布します。 
先着順になりますので、当日来られない人、どうしても欲しい雑誌がある人はあらか

じめ予約を入れておいて下さい。 
複数希望者がいる場合は抽選となります。 
予約したい人は図書室司書林まで来て下さい。 
 
 

 （４／１～６／２８まで） 
 

学年 Ａ組 Ｂ組 Ｃ組 Ｄ組 
合計 

1 年 161 130 55 57 403

2 年 39 140 147 37 363

3 年 21 6 1 2 30

 

 

＜ 新 刊 案 内 ＞ 
＜ 哲学・１００ ＞ 
 １４０ ホンネがわかる心理テスト  前田京子事務所 
 １４８ ハッピースイーツ占い  月星 キレイ 
 １５９ あんたの神さま  てんつくマン 
 １８８ ボクは坊さん  白川 密成 
 
＜ 歴史・２００ ＞ 
 ２８９ 山本五十六  田中 宏巳 
 ２９０ 世界一蹴の旅 サッカーワールドカップ出場３２カ国周遊記 村上 敦伺 
 ２９２ インパラの朝 ユーラシア・アフリカ大陸６８４  中村 安希 
 
＜ 社会科学・３００＞ 
 ３１１ これから「正義」のはなしをしよう  マイケル・サンデス 
 ３７４ 変な給食  幕内 秀夫 
 
＜ 自然科学・４００＞ 
 ４０２ 世界でもっとも美しい１０の化学実験  マーセルダネージ 
４０４ 東西不思議物語  澁澤 龍彦 

 ４１０ 世界でもっとも美しい１０の数学パズル マーセルダネージ 
 ４８１ ワドル！！よちよちあるき  ルーフェス・バトラー 
 ４９３ 図解 歴史をつくった７大伝染病  
 
 
＜ 技術・工学・５００ ＞ 
 ５９５ 寝るだけダイエット  福辻 鋭記 
 ５９６ ふだん着のおかず  有元 葉子 
 ５９６ 海自レシピ お艦の味 元気が出る！安くて美味しい力めし 海上自衛隊 
 ５９６ Ｐａｒｉｓ発、パウンド型の５０のケーク  Ｍ．リザンバード 
 ５９６ 科学でわかる お菓子の「なぜ」  中山 弘典 
 ５９６ おうちで簡単！   タカノフルーツパーラー 
 ５９６ ハッピーアイスクリーム１００！  はせがわ めぐみ 
 
 



 
 
 
 
 
＜ 産業・６００ ＞ 
 ６２７ インテリアに映える 景色盆栽  小林 健二 
 ６２７ 花図鑑 切花 増補改訂版 
 ６４５ 犬部！北里大学獣医学部  片野 ゆか 
 ６４５ 気がつけばデブ猫 ニャン吉のぐ～たら日記  ビビック 
 ６４５ モフモフ売りがゆく！サモエド・クローカ日記  こじこじ＆ますた 
 ６４６ 犬を旅する。世界で一番いろんな犬がのっている本  新美 敬子 
 ６７５ フリー＜無料＞からお金を生み出す新戦略 クリス・アンダーソン 
  
＜ 技術・７００ ＞ 
 ７２４ ダヤンのアベコベアの月  池田 あきこ 
 ７２６ 視えるんです。  伊藤 三巳華 
 ７２６ 小宮山逢邦のからくり切り絵  小宮山 逢邦 
 ７４９ イチロー・インタヴューズ  石田 雄太 
 ７５７ フランスの色 
 ７８８ リング  百田 尚樹 
 
＜ 言語・８００＞ 
 ８１０ 人に聞けない 大人の言葉づかい 外山 滋比古 
 
＜ 文学 ９００＞ 
 ９０１ 世界のエイプリルフール・ジョーク集  鈴木 拓也 
 ９１２ 父と暮らせば  井上 ひさし 
 ９１３ “文学少女”と恋する挿話集３  野村 美月 
 ９１３ デュラララ５～６ 

Mew mew! Ｃｒａｚｙ ｃａｔ‘ｓ ｎｉｇｈｔ  
バウワウ！ Ｔｗｏ ｄｏｇ ｎｉｇｈｔ 

     がるぐる！上・下   成田 良悟 
 ９１３ キノの旅ⅩⅢ ｔｈｅ Ｂｅａｕｔｉｆｕｌｅ Ｗｏｒｌｄ 

学園のキノ③  時雨沢 恵一 
 

 ９１３ 指定席 赤川次郎ショートショート王国  赤川 次郎 
 ９１３ 瞬  河原 れん 
９１３ 炎上する君  西 加奈子 

 ９１３ 小暮写眞館  宮部 みゆき 
 ９１３ 四十九日のレシピ  伊吹 有喜 
９１３ 明日の空  貫井 徳郎 

 ９１３ 貴族探偵  麻耶 雄嵩 
 ９１３ ワイルドビースト５～８  ユウ 
 ９１３ 天国への郵便配達人  北川 悦吏子 
 ９１３ ＴＲＩＣＫ 劇場版２・新作スペシャル２  堤 幸彦 
 ９１３ ＴＲＩＣＫ 青春板帰天城の謎  はやみね かおる 
 ９１３ ペンギン・ハイウェイ  森見 登美彦 
 ９１３ 横道世之介  吉田 修一 
 ９１３ 船に乗れ！ １～３  藤谷 治 
 ９１３ 夜行観覧車  湊 かなえ 
 ９１３ メモリーを消すまで 上・下  山田 悠介 
 ９１３ キング＆クイーン  柳 広司 
 ９１３ ホワイトクロウ・Ｄカラーバケーション  加藤 実秋 
９１３ 風をつかまえて  高嶋 哲夫 
９１３ みをつくし料理帖 八朔の雪 

みをつくし料理帖 想い雲  高田 郁 
９１３ 敦煌  井上 靖 
９１３ いつでも会える  菊田 まりこ 
９１３ 獣の奏者 Ⅲ～Ⅳ  上橋 菜穂子 
９１４ ザ・万遊記  万城目 学 

 ９１４ ペンギンと暮らす・ペンギンの台所  小川 糸 
 ９４３ ハサウェイ・ジョウンズの恋 カティア・ベーレンス 
 ９５６ ペギー・スー 黒い城の恐ろしい謎 

ペギー・スー 宇宙の果ての惑星怪物 
     ペギー・スー ドラゴンの涙と永遠の魔法  セルジュ・ブリュソロ 
 
 
 
 
 
 


