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清風学園図書館
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〈開館時間〉火～金 13：00-13：30 16：00-19：00
土 13：00-15：00      月 休館日

図 書 館 か ら の お 知 ら せ

どうぶつの森

新しい本が入りました！
『下町ロケット ゴースト』 『下町ロケット ヤタガラス』
池井戸潤 小学館
『陽気なギャングの日常と襲撃』
『陽気なギャングは三つ数えろ』
伊坂幸太郎 祥伝社
『怪笑小説』 『毒笑小説』 『黒笑小説』
東野圭吾 集英社
『さよならドビュッシー』 『さよならドビュッシー前奏曲』
中山七里 宝島社
『虐殺器官』 『ハーモニー』 伊藤計劃 早川書房
『図書館内乱』 『図書館危機』 『図書館革命』
有川浩 KADOKAWA
『ロードス島戦記 ①～⑦』 水野良 KADOKAWA
『さよなら、ビー玉父さん』 阿月まひる KADOKAWA
『ふたりの距離の概算』 米澤穂信 KADOKAWA
『行方』 春口裕子 双葉社
『ノベライズ この世界の片隅に』 こうの史代 双葉社
『億男』 川村元気 文藝春秋
『ツナグ』 辻村深月 新潮社
『しゃぼん玉』 乃南アサ 新潮社
『赤い夢の迷宮』 勇嶺薫 講談社
『そして五人がいなくなる』 はやみねかおる 講談社
『二分間の冒険』 岡田淳 偕成社
『いつでも会える』 菊田まりこ 学研プラス
『植村直己・地球冒険62万キロ』 岡本文良 金の星社
『ケンスケの王国』
マイケル・モーパーゴ 佐藤見果夢訳 評論社
『ハリー・ポッターと呪いの子』
J.K.ローリング 松岡佑子訳 静山社
『シートン動物記①～③』
アーネスト・シートン 白柳美彦訳 偕成社
『ゲド戦記 ②～⑥』
アーシュラ・K. ル=グウィン 清水真砂子訳 岩波書店
『図解 クトゥルフ神話』 森瀬繚編著 新紀元社
『新約聖書 本文の訳 携帯版』 田川建三訳 作品社

『森の野鳥を楽しむ101のヒント』
『森の野生動物に学ぶ101のヒント』
日本林業技術協会編 東京書籍

『ざんねんないきもの事典(1・続・続々)』
今泉忠明監高橋書店

『絶滅どうぶつ図鑑』ぬまがさワタリパルコ出版
『図解なんかへんな生きもの』ぬまがさワタリ光文社
『家の中のすごい生きもの図鑑』久留飛克明山と渓谷社
『 Wing野鳥生活記』和田剛一小学館
『エゾモモンガ目黒誠一写真集』目黒誠一講談社
『盲導犬クイールの一生』石黒謙吾/秋元良平文藝春秋
『サボり上手な動物たち』佐藤克文/森阪匡通岩波書店
『動物の値段』白輪剛史ロコモーションパブリッシング
『グレートネイチャー生きものの不思議大図鑑』
DK社編河出書房新社

『クジラの海』岩合光昭小学館
『猫が小さくなった理由』スーハベル矢沢聖子訳東京書籍
『日本動物大百科第6巻魚類』中坊徹次/望月賢二平凡社
『世界の魚と友達になる本』ネイチャ-・プロ編 PHP研究所

4/2～4/8まで 図書館は休館します

4月上旬の休館日について

入口横の棚に、英語の多読学習本を揃えています。やさしい多読本を読んで、英語に親し
みませんか？英語を読む楽しさを味わうことができ、無理なく基礎力が付けられます。
貸出冊数 : 20冊まで 貸出期間 : 2週間 ※多読図書は一般図書の貸出冊数には含みません

英語の多読図書コーナーを作りました

＊『世界の寺院』 パイ インターナショナル
＊『ギャンブルの社会学』
谷岡一郎/仲村祥一編 世界思想社

＊『ダライ・ラマ法王に池上彰さんと
「生きる意味」について聞いてみよう』
ダライ・ラマ14世/池上彰 講談社

＊『境遇』 湊かなえ 双葉社
＊『告白』 湊かなえ 双葉社
＊『博士の愛した数式』 小川洋子 新潮社
＊『ちび象ランディと星になった少年』
坂本小百合 文藝春秋

＊『とっぴんぱらりの風太郎』 万城目学 文藝春秋

＊『歪笑小説』 東野圭吾 集英社
＊『見仏記』 いとうせいこう/みうらじゅん 角川書店
＊『小説 あらしのよるに』 きむらゆういち 小学館
＊『ダライ・ラマ自伝』
ダライ・ラマ 山際素男訳 文藝春秋

＊『幸福な王子』
オスカー・ワイルド 西村孝次訳 新潮社

＊『動物農場』
ジョージ・オーウェル 高畠文夫訳 角川書店

＊『語彙力を鍛える』 石黒圭 光文社
＊『若者はなぜ3年で辞めるのか?』 城繁幸 光文社

『眠れなくなるほど面白い 図解 化学の話』
『眠れなくなるほど面白い 図解 相対性理論』
大宮信光監修 日本文芸社
『眠れなくなるほど面白い 図解 生物の話』
廣澤瑞子監修 日本文芸社
『眠れなくなるほど面白い
図解 物理でわかるスポーツの話』
望月修 日本文芸社
『眠れなくなるほど面白い 図解 物理の話』
長澤光晴 日本文芸社
『眠れなくなるほど面白い 図解 古事記』
吉田敦彦監修 日本文芸社
『面白くて眠れなくなる物理』 左巻健男 PHP研究所
『ゼロからトースターを作ってみた結果』
トーマス・トウェイツ 村井理子訳 新潮社
『落合博満バッティングの理屈』
落合博満 ダイヤモンド社
『ピッチングメカニズムブック 理論編』
前田健 ベースボール・マガジン社
『2001年宇宙の旅』 『2061年宇宙の旅』
アーサー・C. クラーク 山高昭訳 早川書房
『ケインとアベル (上)（下）』
ジェフリー・アーチャー 永井淳訳 新潮社
『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』 『高い城の男』
フィリップ・K・ディック 浅倉久志訳 早川書房
『ジュラシック・パーク (上)（下）』
マイクル・クライトン 酒井昭伸訳 早川書房
『Ｆｕｓｉｏｎ３６０マスターズガイド ベーシック編』
小原照記/藤村祐爾 ソーテック社
『マンガ日本の歴史 全55巻』
石ノ森章太郎 中央公論新社
『NHK「その時歴史が動いた」コミック版シリーズ』
NHK取材班編 集英社

寄贈図書いただきました！
ありがとうございました♪

図書館カレンダー

― 春は様々な生き物が活動を始める季節ですね

図書館では動物に関する本を展示しています ―

１つだけ四つ葉のクロー
バーの飾りがあります♪
見つけてみて下さいね


