
　

請求記号 書名 出版社 著者名

002-ｳｴ 情報生産者になる 上野／千鶴子∥著 筑摩書房

007.3-ﾐﾏ ＡＩの時代を生きる　未来をデザインす
る創造力と共感力

美馬／のゆり∥著 岩波書店

116-ﾆｭ 楽しみながら身につく論理的思考　考え
る力が身につく説明力が鍛えられる

ニュートンプ
レス

159-ﾐﾔ 自分を変えたい　殻を破るためのヒント 宮武／久佳∥著 岩波書店

163-ｶﾜ 大山詣り 川島／敏郎∥著 有隣堂

209-ｲﾜ-1 岩波講座世界歴史　０１　世界史とは何
か

荒川／正晴∥〔ほか〕編
集委員

岩波書店

209-ｲﾜ-3 岩波講座世界歴史　０３　ローマ帝国と
西アジア　前３～７世紀

荒川／正晴∥〔ほか〕編
集委員

岩波書店

209-ｲﾜ-5 岩波講座世界歴史　０５　中華世界の盛
衰　～４世紀

荒川／正晴∥〔ほか〕編
集委員

岩波書店

210.3-ｵｶ 明日を拓く日本古代史　倭のルーツは中
国大陸

岡崎／倫久∥著 文藝春秋企画
出版部

210.3-ｾｷ 刀伊の入寇　平安時代、最大の対外危機 関／幸彦∥著 中央公論新社

210.6-ﾖｺ 江戸東京の明治維新 横山／百合子∥著 岩波書店

210.7-ﾊﾝ 太平洋戦争への道１９３１－１９４１ 半藤／一利∥著　加藤／
陽子∥著　保阪／正康∥
編著

ＮＨＫ出版

総記

歴史・地理

哲学・宗教

★（リクエスト）　   　　　（先生のお薦め）

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

返却期限が過ぎている人は至急返却してください。

LiSA校図書館通信

神奈川総合産業高校図書館 令和4年1月

全日制 定時制

月～金   ９時～１７時 月・水・木  １３時～１７時
火・金      １３時～２１時

開館時間　変更の場合あり

七福神読書スタンプラリー実施中。七福神に与えられ背表紙の番号から

一冊ずつ本を借り、スタンプが集まったら、プレゼントをさしあげます。

3年次生で３年間の読書記録が欲しい方は司書までどうぞ。



230-ｲｹ ヨーロッパ史入門　原形から近代への胎
動

池上／俊一∥著 岩波書店

289-ﾐﾔ オール１の落ちこぼれ、教師になる 宮本／延春∥〔著〕 角川書店

361-ｼﾓ 「ハーフ」ってなんだろう？　あなたと
考えたいイメージと現実

下地／ローレンス吉孝∥
著

平凡社

395-ｸﾘ キャンプ座間と相模総合補給廠 栗田／尚弥∥著 有隣堂

410-ﾊﾉ マンガ一晩でわかる中学数学　実社会で
役立つ数学力を身につける

端野／洋子∥著 講談社

421-ﾆｭ 相対性理論　ゼロからわかる相対性理論
の入門書

ニュートンプ
レス

431-ﾆｭ 周期表　知れば知るほど、化学が楽しく
なる

ニュートンプ
レス

488-ｲﾏ ハシビロコウのすべて　動かなくてカッ
コいい鳥　謎の生態を徹底解説

今泉／忠明∥監修 廣済堂出版

490-ﾔﾏ すばらしい人体　あなたの体をめぐる知
的冒険

山本／健人∥著 ダイヤモンド
社

501-ｱﾄ よくわかるＳＯＬＩＤＷＯＲＫＳ演習
モデリングマスター編

アドライズ∥編 日刊工業新聞
社

501-ｹｲ はじめての３Ｄ　ＣＡＤ　ＳＯＬＩＤＷ
ＯＲＫＳ入門

ＫｒｅｅＤ∥著 電気書院

501-ﾀﾅ 作って覚えるＳＯＬＩＤＷＯＲＫＳの一
番わかりやすい本

田中／正史∥著 技術評論社

501-ﾌﾗ 図解ＳＯＬＩＤＷＯＲＫＳ実習　３次元
ＣＡＤ完全マスター

プラーナー∥編 森北出版

538-ﾆｭ 飛行機のテクノロジー　最新鋭の旅客
機，戦闘機の魅力を徹底解剖

ニュートンプ
レス

596-ｵｶ 世界の台所探検　料理から暮らしと社会
がみえる

岡根谷／実里∥著 青幻舎

652-ｸﾛ 森の日本史 黒瀧／秀久∥著 岩波書店

767-ｸﾜ ポップス歌手の耐えられない軽さ 桑田／佳祐∥著 文藝春秋

778-ﾋｺ ひこねのりおキャラクターあれこれ図鑑 コロナ・ブックス編集部
∥編集

平凡社

779-ｱｻ 阿佐ケ谷姉妹ののほほんふたり暮らし 阿佐ケ谷姉妹∥〔著〕 幻冬舎

780-ﾆｭ 筋肉の科学知識　日常生活からスポーツ
まで，筋力アップで運動能力を高める

ニュートンプ
レス

810-ｲｲ 日本語をもっとつかまえろ！ 飯間／浩明∥文　金井／
真紀∥絵

毎日新聞出版

830-ｵｵ 大西泰斗のそれわ英語ぢゃないだらふ 大西／泰斗∥著 幻冬舎

913-ｱｻ 正欲 朝井／リョウ∥著 新潮社

技術

文学

産業

芸術

言語

社会科学

自然科学



913-ｺﾊ わたしを決めつけないで 小林／深雪∥〔著〕　落
合／由佳∥〔著〕　黒川
／裕子∥〔著〕　大島／
恵真∥〔著〕

講談社

913-ﾅｶ やさしい猫 中島／京子∥著 中央公論新社

913-ﾏﾁ 星を掬う 町田／そのこ∥著 中央公論新社

913-ﾐﾅ 残照の頂　山女日記　続 湊／かなえ∥著 幻冬舎

★ B-913-ｻﾉ さよなら世界の終わり 佐野／徹夜∥著 新潮社

B-913-ﾊﾀ しゃばけごはん 畠中／恵∥著　川津／幸
子∥料理

新潮社

B-913-ﾐﾅ 山女日記 湊／かなえ∥〔著〕 幻冬舎

C-726-ｱｸ 呪術廻戦　１８　熱 芥見／下々∥著 集英社

C-726-ｲｼ ハルコロ　１・2 石坂／啓∥漫画　本多／
勝一∥原作　萱野／茂∥
監修

岩波書店

C-726-ｲﾅ Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ　２３　ＦＵＴＵＲＥ
ＥＮＧＩＮＥ

稲垣／理一郎∥原作　Ｂ
ｏｉｃｈｉ∥作画

集英社

C-726-ｵﾀ-
101

ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　巻１０１　花形登
場

尾田／栄一郎∥著 集英社

C-726-ｻﾀ 新世紀エヴァンゲリオン　1～7 貞本義行 漫画　カラー
原作

KADOKAWA

C-726-ｽｴ ちはやふる　４５ 末次／由紀∥著 講談社

C-726-ﾀｹ-
11

ペリリュー　１１　楽園のゲルニカ 武田／一義∥著　平塚／
柾緒∥原案協力

白泉社

C-726-ﾉﾀ ゴールデンカムイ　２５・２７ 野田／サトル∥著 集英社

C-726-ﾊﾗ キングダム　６３ 原／泰久∥著 集英社

C-726-ﾌﾕ-
10

とある科学の超電磁砲（レールガン）
１０　とある魔術の禁書目録外伝

冬川／基∥作画　鎌池／
和馬∥原作　はいむら／
きよたか∥キャラクター
デザイン

ＫＡＤＯＫＡ
ＷＡ

C-726-ﾔﾏ-6 葬送のフリーレン　ＶＯＬ．６ 山田／鐘人∥原作　アベ
／ツカサ∥作画

小学館

C-726-ﾜｸ-
25

東京卍リベンジャーズ Tokyo Revengers
25

和久井健 著 講談社

E-726-ﾚｲ すぐそばにある。　働きすぎのパパのお
はなし

レイカとカンゲン∥原案
いちかわ／えびぞう∥
文・見守った人　マリマ
リマーチ∥絵

ＫＡＤＯＫＡ
ＷＡ

検-810-ｻｲ きらり☆日本語Ｎ３語彙 齋藤／美幸∥著　沼田／
宏∥著

凡人社

検-810-ﾆｼ パターン別徹底ドリル日本語能力試験Ｎ
２　問題の「型」に慣れれば正解がわか
る

西隈／俊哉∥他著 アルク

検-810-ﾆｼ パターン別徹底ドリル日本語能力試験Ｎ
３　問題の「型」に慣れれば正解がわか
る

西隈／俊哉∥他著 アルク

検-810-ﾆｼ パターン別徹底ドリル日本語能力試験Ｎ
４　問題の「型」に慣れれば正解がわか
る

西隈／俊哉∥他著 アルク

文庫

マンガ

絵本

検定本



進-364-ﾅﾙ-
63

社会保険労務士になるには 池田／直子∥著 ぺりかん社

進-366-ﾅﾙ-
84

日本語教師になるには 益田／美樹∥著 ぺりかん社

進-375-ﾌﾅ 高校一冊目の参考書　行きたい大学に行
くための勉強法がマンガでわかる

船登／惟希∥著　ｕｓｉ
∥マンガ

ＫＡＤＯＫＡ
ＷＡ

進-813-ﾆﾂ-
2022

日経キーワード　２０２２－２０２３ 日経ＨＲ編集部∥編著 日経ＨＲ

進路

スマホやパソコンで

蔵書検索ができます

神奈川総合産業高校図書館蔵書検索

ここをクリックしてください。

保護者の皆様へ お借りになりたい本がある場合は、お子様を通じてどうぞお借りください。

QRコード書名、著者名、件名（調べたいキーワード）で

検索ができます。

9月～12月 生徒 ランキング

1位 鬼滅の刃 14・15 吾峠 呼世晴 著

3位 鬼滅の刃 12・13・20

ノーゲーム・ノーライフ 1 榎宮 祐 著

東京卍リベンジャーズ 1・７～24

和久井 健 著

9月～12月 先生 ランキング

1位 東京卍リベンジャーズ13～22・24

キングダム 62 原 泰久 著

みどりねこ 有川 ひろ 著

第15回KO本大賞決定(神奈川県学校図書館員大賞)

『１００万回死んだねこ覚え違いタイトル集』

福井県立図書館 編著講談社

KO本大賞とは、神奈川県学校図書館館員研究会が1年間に

「面白い、生徒にすすめたい！」と思った「かながわ・おもしろ・本」

「Ｋｎｏｃｋ Out・された本」「これは・おさえておきたい・本」です。

合計 416 冊
全日制1年 全日制2年 全日制3年 定時制1年 定時制2年 定時制3年 定時制4年 教職員 他校図書館 その他

109 72 69 6 4 2 0 106 14 34

12月分貸出統計

第166回 芥川賞

『ブラックボックス』

砂川文次 講談社

第166回 直木賞

『塞王の楯』

今村翔吾 集英社

『黒牢城 』

米澤穂信

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

https://private.calil.jp/gk-2003114-h53jb/

