
こんな本が入りました！　 2018‐№4 　                    2018/07/21～09/30まで受入分

城陽高校図書館　2018/10/12    　　＊書名・著者名・出版者名・出版年・請求記号(本を探すときに必要な分類番号・記号）の順に記載。

0：総　記(いろいろなジャンル）・出版・図書館・本・読書・雑学・新聞

　郷土資料（京都・南山城の本）

南山城から視た異国京都　B級京都論 東　義久 著 澪標 2018.7 291.62-ｱｽ

１：哲　学・心　理・宗　教

２：歴　史・人　物・地　理

地球の歩き方　E01　ドバイとアラビア半島の国々　　ほか　　各国あり 地球の歩き方編集室 編集
ダイヤモンド・ビッグ社　ダイヤモ

ンド社
2018.3 290-ﾁｷ-E01

るるぶ千葉房総　'18　　　ほか　　　各都道府県あり JTBパブリッシング 2017.12 291.3-ﾙﾙ-2018

３：社会科学

人権教育・啓発白書　平成30年版 法務省‖編　文部科学省‖編
勝美印刷　[全国官報販売協

同組合(発売)]
2018.6 316-ｼﾝ-2018

天ぷらにソースをかけますか？　決定版　ニッポン食文化の境界線 野瀬泰申 著 筑摩書房 2018.7 383.8-ﾉｾ

４：自然科学

美しい元素 THE VISUAL ENCYCLOPEDIA OF ELEMENTS　あらゆる物質の「基本要

素」がよくわかる!
大嶋建一 監修 学研プラス 2017.1 431.1-ｳﾂ

サイエンスコナン元素の不思議　　　名探偵コナン実験・観察ファイル 青山剛昌 原作　川村康文 監修 小学館 2017.7 431.1-ｻｲ

スマホが学力を破壊する 川島隆太 著 集英社 2018.3 493.9-ｶﾜ

5：技　術・環　境・生活科学

６：産　業

7：芸　術・スポーツ・芸能

美を伝える　京都国立博物館文化財保存修理所の現場から 京都国立博物館 ∥編 京都新聞出版センター 2011.7 709-ｷﾖ

朝日新聞報道写真集　２０１８ 朝日新聞社／編 朝日新聞出版 2018.1 748-ｱｻ-2018

日本刀の美しさがわかる本 別冊宝島編集部 著 宝島社 2017.12 756.6-ﾍﾂ

中学生・高校生のための劇作り9か条　みんなの力で創作劇を! 菅井建 著 晩成書房 2006.2 775.7-ｽｶ

脚本集3・11　東日本大震災・原発事故を見つめる 日本演劇教育連盟 編 晩成書房 2014.5 775.7-ﾆﾎ

チア☆ダン　「女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話」の真実 円山夢久 [著] KADOKAWA 2018.6 781-ﾏﾙ

図解版上昇思考 長友佑都 著 KADOKAWA 2015.1 783.4-ﾅｶ

黒田博樹1球の重み 迫勝則 著 宝島社 2016.1 783.7-ｻｺ

８：言　語

悪文　伝わる文章の作法 岩淵悦太郎 編著 KADOKAWA 2016.10 816-ｲﾜ

中学英語で京都を案内しよう Showing Kyoto in junior high school level English　名所編・

伝統産業編
京都新聞社 編 京都新聞出版センター 2018.4 837.8-ｷﾖ

９：文学全般

高校古文もっとこういう話 柴田 純子 著 910.2-ｼﾊ

あの本の主人公と歩く東京物語散歩100 堀越正光 著 ぺりかん社 2018.9 910.26-ﾎﾘ

原民喜　死と愛と孤独の肖像 梯久美子 著 岩波書店 2018.7 910.268-ﾊﾗ

　　文　学　（日本・外国）

僕らの世界が終わる頃 [The finale of our world] 彩坂美月 著 新潮社 2018.4 913-ｱﾔ

「いじめ」をめぐる物語 江國香織, 荻原浩, 小田雅久仁, 角田光代, 越谷オサム, 辻村深月, 中島さなえ 著朝日新聞出版 2018.8 913-ｲｼ

ツバキ文具店 小川糸 [著] 幻冬舎 2018.8 913-ｵｶ

心霊探偵八雲　secret files　絆 神永学 [著]
角川書店　角川グループパブ

リッシング
2009.10 913-ｶﾐ

心霊探偵八雲　ANOTHER FILES嘆きの人形 　ほか 神永学 [著] KADOKAWA 2018.7 913-ｶﾐ

みんな一緒にバギーに乗って 川端裕人 著 光文社 2008.8 913-ｶﾜ

あこがれ 川上未映子 著 新潮社 2018.7 913-ｶﾜ

虹色デイズ　映画ノベライズ 樹島千草 著　水野美波 原作 集英社 2018.6 913-ｷｼ

月の砂漠をさばさばと 北村薫 著 新潮社 2002.7 913-ｷﾀ

夏の花ほか 戦争文学 原民喜 ほか 著 筑摩書房 2017.1 913-ｷﾖ

拳に聞け! 塩田武士 著 双葉社 2018.7 913-ｼｵ

本編も

どうぞ。 
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　　文　学　（日本・外国）　　　つづき

クローバー 島本理生 [著]
角川書店　角川グループパブ

リッシング
2011.1 913-ｼﾏ

一千一秒の日々 島本理生 [著]
角川書店　角川グループパブ

リッシング
2009.2 913-ｼﾏ

大きな熊が来る前に、おやすみ。 島本理生 著 新潮社 2010.3 913-ｼﾏ

七緒のために 島本理生 [著] 講談社 2016.4 913-ｼﾏ

アイアムアヒーロー　THE NOVEL
朝井リョウ, 中山七里, 藤野可織, 下村敦史, 葉真

中顕, 佐藤友哉, 島本理生 著
小学館 2017.4 913-ｱｲ

桜桃 太宰治 著 角川春樹事務所 2011.4 913-ﾀｻ

読んでおきたいベスト集!太宰治 太宰治 [著]　別冊宝島編集部 編 宝島社 2011.7 913-ﾀｻ

短編少女 集英社文庫編集部 編 集英社 2017.4 913-ﾀﾝ

凍りのくじら 辻村深月 [著] 講談社 2008.11 913-ﾂｼ

闘う君の唄を 中山七里 著 朝日新聞出版 2018.8 913-ﾅｶ

ぼくときみの半径にだけ届く魔法 The Magic reaches only the radius of us 七月隆文 著 幻冬舎 2018.4 913-ﾅﾅ

つくもがみ貸します 畠中恵 [著]
角川書店　角川グループパブ

リッシング
2010.6 913-ﾊﾀ

罪深き緑の夏 服部まゆみ 著 河出書房新社 2018.8 913-ﾊﾂ

ピーコの祈り 濱井千恵 文　久条めぐ 絵 エフエー出版 2000.8 913-ﾊﾏ

最後の晩ごはん　ふるさととだし巻き卵 椹野道流 [著] KADOKAWA 2014.10 913-ﾌｼ-1

走れ!T校バスケット部　8 松崎洋 [著] 幻冬舎 2018.8 913-ﾏﾂ-8

消滅世界 村田沙耶香 著 河出書房新社 2018.7 913-ﾑﾗ

水族館ガール　2～５ 木宮条太郎 著 実業之日本社 2015.7 913-ﾓｸ-2～５

京都寺町三条のホームズ　9 、10 望月麻衣 著 双葉社 2018.3 913-ﾓﾁ-9/10

きらきら眼鏡 森沢明夫 著 双葉社 2018.7 913-ﾓﾘ

特攻基地知覧 高木俊朗／〔著〕 角川書店 2001.7 916-ﾀｶ

あの頃、君を追いかけた 九把刀 著　阿井幸作, 泉京鹿 訳 講談社 2018.8 923-ｼｳ

新体シェイクスピア　続 石川実 著・訳　シェイクスピア [著] 慶応義塾大学出版会 2011.10 932-ｲｼ

アントマン
アレックス・アーヴァイン ノベル　上杉隼人, 森本

ひろこ 訳
講談社 2017.9 933-ｱｳ

人みな眠りて カート・ヴォネガット [著]　大森望 訳 河出書房新社 2018.8 933-ｳｫ

素晴らしいアメリカ野球 フィリップ・ロス [著]　中野好夫, 常盤新平 訳 新潮社 2016.5 933-ﾛｽ

 E: 絵　本

たなばた 君島久子 再話　初山滋 画 福音館書店 1977.4 E-ﾀﾅ

海 加古　里子／ぶん・え 福音館書店 1979 452-ｶｺ

 マ　ン　ガ

ペリリュー　-楽園のゲルニカ-　 PELELIU GUERNICA OF PARADISE　1～５ 武田一義 著　平塚柾緒 原案協力 白泉社 2016～18 726-ﾀｹ-1～５

 進　路（仕事・資格・進学・学習法など）

臨床検査技師になるには 岩間靖典 著 ぺりかん社 2018.8 366-ﾅﾙ-112

バイオ技術者・研究者になるには 堀川晃菜 著 ぺりかん社 2018.8 366-ﾅﾙ-151

身の丈にあった勉強法 菅広文 著 幻冬舎 2017.11 379.7-ｽｶ
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