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アルカイダから古文書を守った図書館員 ジョシュア・ハマー  著 紀伊國屋書店 010 33
人間はだまされる　フェイクニュースを見分けるには 三浦 準司  著 理論社 070 150

生と死のことば　中国の名言を読む 川合 康三  著 岩波書店 123 43
逆境の中で咲く花は美しい 工藤 進英  著 幻冬舎 159 483
スタンフォードの心理学講義　人生がうまくいくシンプルなルール ケリー・マクゴニガル  著 日経BP社 159 484
火山で読み解く古事記の謎 蒲池 明弘  著 文藝春秋 164 70

ジェンダーから見た日本史　歴史を読み替える 久留島 典子  編 大月書店 210 157
皇室がなくなる日　「生前退位」が突きつける皇位継承の危機 笠原 英彦  著 新潮社 288.4 39
ワットとスティーヴンソン　産業革命の技術者 大野 誠  著 山川出版社 289.3 ワツ
ブラタモリ 9　平泉 新潟 佐渡 広島 宮島 NHK「ブラタモリ」制作班  監修 KADOKAWA 291 247 9
東京・横浜修学旅行まるわかりガイド　改訂版 野崎 陽子  著 メイツ出版 291.3 242

世界の見方が変わる50の概念 齋藤 孝  著 草思社 301 15
最新世界情勢地図　増補改訂版 パスカル・ボニファス  [著] ディスカヴァー・21 302 19b
生前退位-天皇制廃止-共和制日本へ 堀内 哲  編 第三書館 313 11
情報参謀 小口 日出彦  著 講談社 315 7
「日米指揮権密約」の研究　自衛隊はなぜ、海外へ派兵されるのか 末浪 靖司  著 創元社 319 325
10代からのマネー図鑑 マーカス・ウィークス  著 三省堂 330 81
中高の教科書でわかる経済学　マクロ篇 菅原 晃  著 河出書房新社 331 179 2
高校生からの経済入門 中央大学経済学部  編 中央大学出版部 331 180
競争社会の歩き方　自分の「強み」を見つけるには 大竹 文雄  著 中央公論新社 331 181
シリーズ・貧困を考える 1　世界の貧困・日本の貧困 稲葉 茂勝  著 ミネルヴァ書房 360 10 1
シリーズ・貧困を考える 2　昔の貧困・今の貧困 稲葉 茂勝  著 ミネルヴァ書房 360 10 2
シリーズ・貧困を考える 3　子どもの貧困・大人の貧困 稲葉 茂勝  著 ミネルヴァ書房 360 10 3
できるアメリカ人11の「仕事の習慣」 岩瀬 昌美  著 日本経済新聞出版社 361.42 60
ど田舎うまれ、ポケモンGOをつくる 野村 達雄  著 小学館集英社プロダクション 366.2 508
期限切れのおにぎり　大規模災害時の日本の危機管理の真実 鈴木 哲夫  著 近代消防社 369.31 203
奨学金が日本を滅ぼす 大内 裕和  著 朝日新聞出版 373 20
「食」の図書館 37　メロンとスイカの歴史 シルヴィア・ラブグレン  著 原書房 383.8 96 37

卵が飛ぶまで考える　物理学者が教える発想と思考の極意 下村 裕  著 日本経済新聞出版社 401 30
高校数学でわかるアインシュタイン 酒井 邦嘉  著 東京大学出版会 404 228
カリスマ解説員の楽しい星空入門 永田 美絵  著 筑摩書房 443 84
地質のプロが教える 街の中で見つかる「すごい石」 西本 昌司  著 日本実業出版社 458 16
ミドリムシの仲間がつくる地球環境と健康 竹中 裕行  著 成山堂書店 474 23
「代謝」がわかれば身体(からだ)がわかる 大平 万里  著 光文社 491.4 2
蚊のはなし　病気との関わり 上村 清  編 朝倉書店 498.6 42

202Xインフラテクノロジー　土木施設の商機を大胆予測 浅野 祐一  著 日経BP社 510 3
建築案内@東京　TOKYO PUBLIC PLACE GUIDE 日経アーキテクチュア  編 日経BP社 523 86
プログラミング入門講座 米田 昌悟  著 SBクリエイティブ 548.9 151

闘うもやし 食のｸﾞﾛｰﾊﾞﾘｽﾞﾑに敢然と立ち向かうある生産者の奮闘記 飯塚 雅俊  著 講談社 611 95
クロネコ遺伝子　生き続ける「小倉昌男」イズム 岡田 知也  著 日本経済新聞出版社 673 169
図説アイデア入門　言葉、ビジュアル、商品企画を生み出す14法則と99の見本 狐塚 康己  著 宣伝会議 674 94
通勤電車のはなし　東京・大阪、快適通勤のために 佐藤 信之  著 中央公論新社 686 456
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600　産業



すぐわかる ギリシア・ローマ神話の絵画 千足 伸行  監修 東京美術 723 75b
アルフォンス・ミュシャの世界　2つのおとぎの国への旅 アルフォンス・ミュシャ  [画] パイインターナショナル 726 152
連続写真でポイントバッチリ!　もっと速くなる水泳・練習法 黒瀬 幹夫  著 電波社 785 52
800　言語　/　900　文学
悩ましい国語辞典　辞書編集者だけが知っていることばの深層 神永 曉  著 時事通信出版局 810 264
何がちがう?どうちがう? 似ている日本語 佐々木 瑞枝  著 東京堂出版 814 50
闘う文豪とナチス・ドイツ　トーマス・マンの亡命日記 池内 紀  著 中央公論新社 940 22

教育勅語の何が問題か 教育史学会  編 岩波書店 IB 372
リニア新幹線が不可能な7つの理由 樫田 秀樹  著 岩波書店 IB 516

ホワイトラビット 伊坂 幸太郎  著 新潮社 いさ
泣き虫弱虫諸葛孔明　第参部 酒見 賢一  著 文藝春秋 さけ
春、戻る 瀬尾 まいこ  著 集英社 せお
本所おけら長屋　2 畠山 健二  著 PHP研究所 はた
あなたは、誰かの大切な人 原田 マハ  [著] 講談社 はら
カエルの楽園 百田 尚樹  著 新潮社 ひや
友罪 薬丸 岳  著 集英社 やく
十三階の女 吉川 英梨  著 双葉社 よし
光文社古典新訳文庫　人間の大地 サン=テグジュペリ  著 光文社 サン
14歳、ぼくらの疾走　マイクとチック ヴォルフガング・ヘルンドルフ  作 小峰書店 ヘル
絵本 空からのぞいた桃太郎 影山 徹  著 岩崎書店 E かけ

多摩の戦争遺跡 増田 康雄  写真・文 新日本出版社 調 30

図書館の利用マナー、守っていますか？

よみもの・絵本

郷土資料 調布市関連図書

700　芸術．美術

岩波ブックレット

大声でお喋りしている人たちがいると、
真面目に勉強したい人たちの迷惑になります。

☆本棚はキレイに使おう！☆

図書館の本は、皆さんが探しやすいように　
決められた規則（日本十進分類表）に則って

授業や調べもので使った本は、きちんと元の場所に戻してください。
もし、返す場所がわからなくなってしまったときには、
カウンター横にある黄色い「返本台」に置いてください。

中学生から高校生まで、全員が気持ちよく過ごせるよう、
他の人たちのことも考えて利用しましょう！

まわりに配慮する気持ちを忘れずに！

背ラベルの番号順に並んでいます。

静かに集中して勉強したい人も利用しています。

　適当な場所に返してしまうと、本が探せなくなってしまいます。
次に使う人のためにも、返し方を守りましょう！

☆放課後は静かに利用しよう！☆

放課後は、授業での話し合いや調べものの利用とは違って、


