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３年クラス別貸出状況
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１２／２０日からの貸出の返却日は１／１１になります。 

冬休み期間中は１０冊まで貸出可です。 

＜ 新 刊 案 内 ＞ 
＜ 総記・０００ ＞ 
０２２ 装丁道場 ２８人がデザインする『吾輩は猫である』 
０３１ ギネス世界記録２０１１ 
 
＜ 哲学・１００ ＞ 
１４５ 脳が目覚める「錯視」クイズ７７ 篠原 菊紀 
１４７ 星の宝石箱  鏡 リュウジ 
１６２ 決定版 世界の聖地ＦＩＬＥ  田中 真知 
 
＜ 歴史・２００ ＞ 
２１０ 父が子に語る日本史  小島 毅 
２１０ 父が子に語る現代史  小島 毅  
２１０ 新撰組１００話  鈴木 亨 
２９０ 旅ボン 北海道編  ボンボヤージュ 
２９１ 北海道地名の謎と歴史を訪ねて  合田 一道 
２９１ 『世界百不思議』パワースポットスペシャル 
 
＜ 社会科学・３００ ＞ 
３０４ 日本の論点２０１１ 
３１１ ハーバード白熱教室講義録＋東大特別授業 上・下  

マイケル・サンデル 
３３２ ハーバードの「世界を動かす授業」  リチャード・ヴィートー 
３７６ 奇跡の学校 おといねっぷの森から  石塚 耕一 
３７６ 受験はゲーム！「道塾式」劇的合格法  馬場 祐平 
３７７ ぼくらの就活戦記  森 健 
３７７ 絶対やってはいけない！負ける面接１００  常見 陽平 
３７７ 内定を決めたひと言  常見 陽平 
３７９ 東大家庭教師の結果が出るノート術  吉永 賢一 
３８７ 願いがかなう小さな神様 にほんのお守り  中津川 昌弘 



 
 
＜ 自然科学・４００ ＞ 
４５１ この真実を知るために地球温暖化  別冊ニュートン 
４５９ 鉱石アソビ  フジイ キョウコ 
４８０ 動物アルファ図鑑  松原 卓二 
４９１ 脳と心 「心」はどこにあるのか  別冊ニュートン 
４９６ どんどん目が良くなるマジカル・アイ  徳永 貴久 
 
＜ 技術・工学・５００ ＞ 
５９６ スクエア型ひとつでざっくる作るケーキ  福岡 直子 
５９６ 男前ぼうろとシンデレラビスコッティ  按田 優子 
５９６ いつものおやつ うれしいおやつ 
５９６ プレゼントのお菓子  福田 淳子 
５９６ プリン本 型でぷるぷる。カップでふわふわ。  福田 淳子 
５９６ まいにち食べれる、あっさ、さっぱりチーズケーキレシピ５６ 
 
＜ 産業・６００ ＞ 
６４５ ミニブタ飼いになる  小林 茂久 
６６４ 似魚図鑑 
６７２ ドラッカーに先駆けた江戸商人の思想  平田 雅彦 
６７５ マンガで読む「ロングセラー商品」誕生物語  藤井 龍二 
 
＜ 技術・７００ ＞ 
７５４ まさか？のへんな立体  杉原 厚吉 
７５４ 折り紙きせかえ人形  山口 真 
７５４ キャラクター切り絵遊び  桜 まあち 
７８１ 魅せるチアリーディング５０のポイント  奥寺 由紀 
 
＜ 文学 ９００＞ 
９１０ 作家のおやつ 
９１３ 優しいおとな  桐野 夏生 
９１３ 神様のカルテ２ 夏川 草介 
９１３ 謎解きはディナーのあとで  東川 篤哉 
９１３ チア男子！！  朝井 リョウ 
９１３ ピスタチオ  梨木 香歩 
９１３ １３歳のシーズン  あさの あつこ 

９１３ マボロシの鳥  太田 光 
９１３ 木暮荘物語  三浦 しをん 
９１３ シティ・マラソンズ  三浦 しをん 
９１３ 私と悪魔の１００問答  上遠野 浩平 
９１３ ゴーストハント１ 旧校舎怪談  小野 不由美 
９１３ 酔いがさめたら、うちに帰ろう  鴨志田 穣 
９１３ 花まんま  朱川 湊人 
９１３ モリオ  萩上 直子 
９１３ スープ・オペラ  阿川 佐和子 
９１３ 走れ！Ｔ校バスケット部 ４・５  松崎 洋 
９１３ 陰陽師 夜光杯ノ巻  夢枕 獏 
９１３ 陰陽師 滝夜叉姫 上・下  夢枕 獏 
９１３ 天山の巫女ソニン １～５  菅野 雪虫 
９１３ 晴れた朝それとも雨の夜  泉 啓子 
９１３ おやすみラフマニノフ  中山 七里 
９１３ 新撰組始末記  子母沢 寛 
９１３ 新撰組遺聞  子母沢 寛 
９１３ 新撰組物語  子母沢 寛 
９１３ ＩＣＯ 霧の城 上・下  宮部 みゆき 
９１３ シアター  有川 浩 
９１３ 長い廊下がある家  有栖川 有栖 
９１３ さよなら妖精  米澤 穂信 
９１３ 勝手にふるえてろ 綿矢 りさ 
９１３ 伏 贋作・里見八犬伝  桜庭 一樹 
９１３ 歌舞伎町セブン  誉田 哲也 
９１３ 下町ロケット  池井戸 潤 
９３３ トワイライト 哀しき新生者  ステファニー・メイヤー 
９３３ フランケンシュタイン  メアリ・シェリー 
９３３ ジョニーは戦場へ行った  ドルトン・トランボ 
９３３ 華麗なるギャツビー  フィツジェラルド 
９４３ アルプスの少女ハイジ  ヨハンナ・シュピリ 
９５３ 三銃士 上・中・下  アレクサンドル・デュマ 
９７３ ピノッキオの冒険  カルロ・コッローディ 
 
＜ 絵本・Ｅ ＞ 

Ｅ  まってる。  デビッド・カリ 
 


