
 

AC－LIB（厚木商業高校図書館）2021．秋 

★図書館より 

暑かった夏も終わり、読書の秋がやってきました。図書館にも新しい本が入荷中！お楽しみに。 

 みなさんは、もう New 図書館は体験済ですか？旧校舎北棟４階からプレハブ B 棟１階へ移動。 

 天空から地上に降りてきましたので、気軽に立ち寄ってみてくださいね。 

 

 ➡  ➡  

全部、梱包して！        全部、運び出して！       New 図書館誕生！ 

 

 

★電子図書館体験 
電子書籍を利用したことはありますか？ 

 無料のマンガや小説の試し読みなら利用したことがある 

人もいるかもしれませんね。     

  本を読んでみたい（読まなくてはいけない）けど 

 買うと高いし、借りると返すのが面倒くさいという声を 

 聞いたことがあります。そんな時に電子書籍は便利です。 

 でも、いきなり電子書籍と言われてもハードル高い！？ 

 そんな厚商生に耳寄りなお知らせが届きました。 

 厚木市立図書館が 10 月１日から「電子図書館」を 

スタートさせたそうです。 

厚木市内に在住・在勤・在学なら登録すれば誰でも利用 

できます。詳しくは B 棟１階の厚商図書館内に掲示して 

いるポスターをご覧ください。 

 私も利用してみようと思っています。次回は体験談を 

お伝えできるかな～。 



      

分 類           書          名                  著 者 名  

049-ﾌ 大人も知らない?ふしぎ現象事典 「ふしぎ現象」研究会‖編 

141-ｵ 性格とは何か より良く生きるための心理学 小塩/真司‖著 

141-ｸ 何者かになりたい 熊代/亨‖著 

141-ﾎ 色彩心理図鑑 決定版 隠された色の力を知る・使う ポーポー・ポロダクション‖著 

158-ﾔ わたしが正義について語るなら やなせ/たかし‖著 

159-ﾊ 自分をたいせつにする本 服部/みれい‖著 

B-28-ｶ 殿様は「明治」をどう生きたのか １～2 河合/敦‖著 

290-ﾅ なるほど知図帳世界 2021 ニュースがわかる世界知図   

K-291-ｶ 神奈川のトリセツ   

291-ｶ 鹿児島のトリセツ   

291-ｶ 鹿児島 '21 指宿・霧島   

291-ｸ 熊本・阿蘇 '22 黒川温泉・天草   

291-ﾅ なるほど知図帳日本 2021 ニュースがわかる日本知図   

291-ﾐ 宮崎 高千穂 '21 日南・霧島   

316-ｼ 従順さのどこがいけないのか 将基面/貴巳‖著 

331-ｻ 人新世の「資本論」 榎本/博明‖著 

333-ｶ カカ・ムラド〜ナカムラのおじさん ガフワラ‖原作 

335-ｼ ファッションの仕事で世界を変える エシカル・ビジネスによる社会貢献 白木/夏子‖著 

343-ﾌ 実はあなたももらえる知ると得する給付金・補助金 新型コロナウイルスお金の対策 文響社編集部‖著 

361-ｺ ホス活のススメ 河野/正光‖著 

361-ﾅ リスク心理学 危機対応から心の本質を理解する 中谷内/一也‖著 

369-ﾁ 大切な人は今もそこにいる ひびきあう賢治と東日本大震災 千葉/望‖著 

369-ﾕ つながり続けるこども食堂 湯浅/誠‖著 

373-ｸ 奨学金まるわかり読本 2021 借り方・返し方・活かし方徹底アドバイス 久米/忠史‖著 

373-ﾅ 学校の役割ってなんだろう 中澤/渉‖著 

379-ｽ 夢を叶えるための勉強法 鈴木/光‖著 

440-ﾜ 古代文明と星空の謎 渡部/潤一‖著 

490-ｻ 心とからだの倫理学 エンハンスメントから考える 佐藤/岳詩‖著 

498-ｻ 「雨ダルさん」の本 「雨の日、なんだか体調悪い」がスーッと消える 佐藤/純‖著 

498-ﾏ プロカウンセラーが教える香りで気分を切り替える技術 香りマインドフルネス 松尾/祥子‖著 

509-ｵ そこに工場があるかぎり 小川/洋子‖著 

517-ｷ 生きのびるための流域思考 岸/由二‖著 



576-ﾋ 「香り」の科学 匂いの正体からその効能まで 平山/令明‖著 

595-ｻ 品よく可愛いが叶う大人のマスクメイク BOOK ざわちん‖著 

596-ｲ いちご本   

596-ｷ 宮崎 九州の味とともに 霧島酒造株式会社‖監修 

596-ﾌ フルーツサンド本   

645-ｽ 動物は「物」ではありません! 杉本彩、動物愛護法“改正”にモノ申す 杉本/彩‖著 浅野/明子‖監修 

645-ﾄ 動物愛護法入門 人と動物の共生する社会の実現へ 東京弁護士会公害・環境特別委員会 

673-ｳ ラーメン女王への道 アイドルから店主への創業奮闘記 梅澤/愛優香‖著 

674-ﾊ 可愛くしてください! ふわっとしたデザインリクエストに応える本 Power Design Inc.‖著 

689-ｺ 東京ディズニーリゾート完全ガイド 2021-2022 講談社‖編 

689-ﾃ USJ 令和完全攻略法 てらこ‖著 

689-ﾔ 笑顔あふれるテーマパークの秘密 だれもがキラボシ 山本/雅史‖著 

699-ﾆ チコちゃんに叱られる 1～３ Don't sleep through life! NHK「チコちゃんに叱られる!」制作班 

757-ﾆ 1 回で合格!色彩検定 3 級テキスト&問題集 西川/礼子‖著 

757-ﾆ 配色手帳 日本カラーデザイン研究所 

757-ﾆ 1 回で合格!色彩検定 2 級テキスト&問題集 西川/礼子‖著 

778-ｶ ディズニー・コスチューム大全 ジェフ・カーティ‖著 

778-ｼ ジェンダーで見るヒットドラマ 韓国、アメリカ、欧州、日本 治部/れんげ‖著 

B-91-ｱ どうかこの声が、あなたに届きますように 浅葉/なつ‖著 

B-91-ｱ 鎌倉うずまき案内所 青山/美智子‖著 

B-91-ｷ ようこそ実力至上主義の教室へ 2 年生編 4.5 衣笠/彰梧‖著 

B-91-ｻ 准教授・高槻彰良の推察 [1] 民俗学かく語りき 澤村/御影‖著 

B-91-ｼ 思い出とひきかえに、君を 柴野/理奈子‖著 

B-91-ﾁ 神のダイスを見上げて 知念/実希人‖著 

B-91-ﾃ 大人は泣かないと思っていた 寺地/はるな‖著 

B-91-ﾅ ケーキ王子の名推理(スペシャリテ) 5 七月/隆文‖著 

B-91-ﾆ 幼なじみが絶対に負けないラブコメ 8 二丸/修一‖著 

B-91-ﾊ 狼と香辛料 22～23 Spring Log 5～6 支倉/凍砂‖著 

B-91-ﾐ 太陽のパスタ、豆のスープ 宮下/奈都‖著 

B-91-ﾑ ハニーレモンソーダ 映画ノベライズ 村田/真優‖原作 

B-91-ﾕ 本日のメニューは。 行成/薫‖著 

B-91-ﾕ 鳥居の向こうは、知らない世界でした。 1～４ 友麻/碧‖著 

B-91-ﾕ メイデーア転生物語 1～4 友麻/碧‖著 

913.6-ｱ Another 2001 綾辻/行人‖著 

913.6-ｱ invert 城塚翡翠倒叙集 相沢/沙呼‖著 

913.6-ｱ 教室に並んだ背表紙 相沢/沙呼‖著 

913.6-ｱ 川のほとりで羽化するぼくら 彩瀬/まる‖著 

913.6-ｲ スモールワールズ 一穂/ミチ‖著 

913.6-ｲ 兇人邸の殺人 今村/昌弘‖著 

913.6-ｳ 変な家 雨穴‖著 

913.6-ｵ 薔薇のなかの蛇 恩田/陸‖著 



913.6-ｺ 鬼滅の刃 [4] ノベライズ 遊郭潜入大作戦編 吾峠/呼世晴‖原作/絵 

913.6-ｼ 5 分で読める驚愕のラストの物語 ジャンプノベル編集部‖編 

913.6-ｼ 同姓同名 下村/敦史‖著 

913.6-ﾂ 琥珀の夏 辻村/深月‖著 

913.6-ﾃ 声の在りか 寺地/はるな‖著 

913.6-ﾅ 終電間際オンライン 小説集 七月/隆文‖ほか著 

913.6-ﾋ 透明な螺旋 東野/圭吾‖著 

916-ｱ ばーちゃんがゴリラになっちゃった。 祖父母そろって認知症 青山/ゆずこ‖著 

916-ｳ ママのうつ病をなめてたら、死にそうになりました。 上野/りゅうじん‖著 

B-916 今日われ生きてあり 知覧特別攻撃隊員たちの軌跡 神坂/次郎‖著 

B-93-ｲ ロボット・イン・ザ・ガーデン デボラ・インストール‖著 

B-93-ｲ ロボット・イン・ザ・ハウス デボラ・インストール‖著 

B-93-ｲ ロボット・イン・ザ・スクール デボラ・インストール‖著 

B-93-ｲ ロボット・イン・ザ・ファミリー デボラ・インストール‖著 

933-ﾌ シロクマが家にやってきた！ マリア・ファラー‖作 

933-ﾌ シロクマが空からやってきた！ マリア・ファラー‖作 

E-ヨ あんなにあんなに ヨシタケ/シンスケ‖著 

 

 

    お New な NEWS 

 

① インターネット検索ができるパソコンが 

入りました。スマホがなくても大丈夫！ 

② Wi-Fi のアクセスポイントも設置。 

③ Art な気分も味わえます。 
 

ぜひ体感しに来てください♪ 

               厚木商業高校図書館 


