
図書館通信

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

〈 2 月 〉図 書 館 カ レ ン ダ ー
休館日

○13：00～15：00 開館

清風学園図書館
Ｎｏ.5 2019年1月発行

〈開館時間〉火～金 13：00-13：30 16：00-19：00
土 13：00-15：00      月 休館日

寄贈図書いただきました！
ありがとうございました♪

『ディア・ペイシェント』 南京子 幻冬舎

『獣の奏者Ⅰ～Ⅳ、外伝』 上橋菜穂子 講談社
『ブレイブ・ストーリー①～③』宮部みゆき KADOKAWA
『君の名は。』 新海誠 KADOKAWA
『優しい死神の飼い方』 知念実希人 光文社
『歌うクジラ上・下』 村上龍 講談社
『アヒルと鴨のコインロッカー』 伊坂幸太郎 東京創元社
『風に舞いあがるビニールシート』 森絵都 文藝春秋
『新釈 走れメロス』 森見登美彦 KADOKAWA
『木暮荘物語』 三浦しをん 祥伝社
『仏果を得ず』 三浦しをん 双葉社
『風の中のマリア』 百田尚樹 講談社
『ボックス上・下』 百田尚樹 講談社
『民王』 池井戸潤 文藝春秋
『ルーズヴェルト・ゲーム』 池井戸潤 講談社
『キネマの神様』 原田マハ 文藝春秋
『本日は、お日柄もよく』 原田マハ 徳間書店
『プリンセス・トヨトミ』 万城目学 文藝春秋
『平成猿蟹合戦』 吉田修一 朝日新聞出版
『吾輩は猫である 上・下』 夏目漱石 ポプラ社
『心』 夏目漱石 岩波書店
『新版 ガラスのうさぎ』 高木敏子 金の星社

＊『空想科学大学』 江田康和 宝島社
＊『フェルマーの最終定理』サイモンシン 青木薫訳 新潮社

＊『塀の中の懲りない面々』 安部譲二 文藝春秋
＊『若き数学者のアメリカ』 藤原正彦 新潮社
＊『原発社会からの離脱』宮台真司 飯田哲也 講談社

＊『ほんとはこわい「やさしさ社会』 森真一 筑摩書房

＊『下流志向』 内田樹 講談社
＊『野心のすすめ』 林 真理子 講談社
＊『あいだ』木村敏 筑摩書房
＊『ソロモンの偽証①-⑥』 宮部みゆき 新潮社
＊『火車』 宮部みゆき 新潮社
＊『運命の人①-④』 山崎豊子 文藝春秋
＊『テンペスト①-④.』 池上永一 角川書店
＊『パニック・裸の王様』 開高健 新潮社
＊『武士道シックスティーン』 誉田哲也 文藝春秋
＊『きれぎれ』 町田康 文藝春秋
＊『樹影譚』 丸谷才一 文藝春秋
＊『のぼうの城 上・下』 和田竜 小学館
＊『三四郎』 夏目漱石 角川書店

図 書 館 か ら の お 知 ら せ

☆投稿方法☆
カウンター前に設置してある投稿用紙に必要事項を記入。
投函箱またはカウンターに提出してください

投稿いただいた紹介文は本と共に図書館で展示し
図書館通信に掲載させていただきます
みなさまの投稿お待ちしております！

2月生まれの文豪達

新しい本が入りました！

『日本動物大百科』日高敏隆[監] 平凡社
『ざんねんないきもの事典(1、続・続々)』
今泉忠明[監] 高橋書店
『洞察と戦略で勝つ!剣道』 鈴木剛 誠文堂新光社
『大望遠鏡「すばる」誕生物語』 小平桂一 金の星社

『科学の考え方・学び方』 池内了 岩波書店
『グレートネイチャー 生きものの不思議 大図鑑』
スミソニアン協会［監修］ 河出書房新社
『人体のしくみ』 ニュートンムック
『目の錯覚』 ニュートンムック
『円周率』 ニュートンムック
『数学の世界 数の神秘編』 ニュートンムック
『単位と法則』 ニュートンムック
『新・漢詩の世界』 石川忠久 大修館書店
『日本人の漢詩』 石川忠久 大修館書店
『生きづらい明治社会』 松沢裕作 岩波書店
『10代に語る平成史』 後藤謙次 岩波書店
『居場所がほしい』 浅見直輝 岩波書店
『オリエンタリズム 上・下』
Ｅ.Ｗ.Ｓａｉｄ著 板垣雄三ほか[監] 今沢紀子訳 平凡社

『羊たちの沈黙 上・下』 Ｔ・ハリス 高見浩訳 新潮社

『不思議の国のアリス』 桑原茂夫 河出書房新社
『モギ ちいさな焼きもの師』
リンダ・スー・パーク 片岡しのぶ訳 あすなろ書房
『よみがえれ白いライオン』
マイケル・モーパーゴ 佐藤見果夢訳 評論社
『モーツァルトはおことわり』
マイケル・モーパーゴ マイケル・フォアマン絵
さくまゆみこ訳 岩崎書店
『戸村飯店青春100連発』 瀬尾まいこ 理論社

『悲鳴伝』 西尾維新 講談社

★夏目漱石 誕生日：2月9日
『吾輩は猫である 上・下』 『三四郎』 『心』 『坊っちゃん』
『門』 『草枕』 『道草』『夢十夜』
★森鴎外 誕生日：2月17日
『舞姫・うたかたの記』『阿部一族』『山椒大夫・高瀬舟』
『森鴎外 明治の文学」
★石川啄木 誕生日：2月20日
『一握の砂・悲しき玩具』『新編 啄木歌集』『啄木詩集』
★志賀直哉 誕生日：2月20日
『暗夜行路 前編・後編』
★梶井基次郎 誕生日：2月17日
『檸檬』
★井伏鱒二 誕生日：2月15日
『山椒魚・遙拝隊長』『井伏鱒二 新潮日本文学アルバム』

図書館では２月に生まれた有名な作家の紹介と、代表作を展示しています

『みんなのおすすめ本』の紹介文を募集します！


