
　

★（リクエスト）　      （先生のお薦め） 

総記

007.35-ｱｲ Ｚｏｏｍやさしい教科書　最新バー
ジョンに完全対応

相川／浩之∥著 ＳＢクリエイ
ティブ

007.35-ﾗｲ ＬＩＮＥがぜんぶわかる本　最新決定
版　知識ゼロから　プライバシー設定
から話題の新サービスまで、もっと楽
しくお得に便利に使う！！

宝島社

007.63-ｿｳ いちばんやさしいワード＆エクセル超
入門　Ｏｆｆｉｃｅ　２０２１／Ｍｉ
ｃｒｏｓｏｆｔ　３６５対応

早田／絵里∥著　大石／
賢治∥著

ＳＢクリエイ
ティブ

007.63-ｿｳ いちばんやさしいエクセル超入門　Ｏ
ｆｆｉｃｅ　２０２１／Ｍｉｃｒｏｓ
ｏｆｔ　３６５対応

早田／絵里∥著 ＳＢクリエイ
ティブ

★ 021-ｵｸ ＬＡＴＥＸ２ｅ美文書作成入門 奥村／晴彦∥著　黒木／裕介∥著技術評論社

哲学・宗教

159-ﾅｶ 老いを愛づる　生命誌からのメッセー
ジ

中村／桂子∥著 中央公論新社

歴史・地理

209-ﾔﾏ 一度読んだら絶対に忘れない世界史の
教科書　宗教編　公立高校教師Ｙｏｕ
Ｔｕｂｅｒが書いた

山崎／圭一∥著 ＳＢクリエイ
ティブ

221-ﾛｸ 一冊でわかる韓国史 六反田／豊∥監修 河出書房新社

239-ﾊｾ 一冊でわかるギリシャ史 長谷川／岳男∥監修　村
田／奈々子∥監修

河出書房新社

社会科学

312-ﾀﾅ １３歳からの地政学　カイゾクとの地
球儀航海

田中／孝幸∥著 東洋経済新報
社

334-ﾋﾗ 資源争奪の世界史　スパイス、石油、
サーキュラーエコノミー

平沼／光∥著 日経ＢＰ日本
経済新聞出版
本部

★

336-ｺﾂ カモメになったペンギン ジョン・Ｐ．コッター∥
著　ホルガー・ラスゲ
バー∥著　藤原／和博∥
訳　野村／辰寿∥絵

ダイヤモンド
社

361-ｶｷ バナナの魅力を１００文字で伝えてく
ださい　誰でも身につく３６の伝わる
法則　地味だけど一生役立つ「伝わる
技術」

柿内／尚文∥著 かんき出版

383-ﾁｷ 世界のカレー図鑑　１０１の国と地域
のカレー＆スパイス料理を食の雑学と
ともに解説

地球の歩き方編集室∥編
集

地球の歩き方

388-ｷﾀ 世界のふしぎなことわざ図鑑　３２０
のことわざで世界が見渡せる

北村／孝一∥著　伊藤／
ハムスター∥イラスト
ことわざ学会∥協力

ＫＡＤＯＫＡ
ＷＡ
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401-ﾅｶ 科学者が人間であること 中村／桂子∥著 岩波書店

413-ﾆｭ 三角関数　知識ゼロでもよくわかる三
角関数の学びなおしにも最適

ニュートンプ
レス

430-ﾆｭ 学びなおし中学・高校の化学　この１
冊で，中高化学の重要項目がすべてわ
かる

ニュートンプ
レス

451-ﾆｭ 地球温暖化の教科書　われわれが直面
する自然災害を一挙に解説

ニュートンプ
レス

★
483-ﾎﾘ クマムシ博士のクマムシへんてこ最強

伝説
堀川／大樹∥著 日経ナショナ

ルジオグラ
フィック社

492-ﾐﾔ 木材セラピー　木のやさしさを科学す
る

宮崎／良文∥編著　池井
／晴美∥編著

創元社

498.5-ﾜﾀ 食品添加物ハンドブック　最新版　ど
れを選べばいいの？

渡辺／雄二∥著 ビジネス社

499-ｻｻ ハーブティー事典　１１５種の｜効能
｜味｜香り｜ブレンド｜　植物のチカ
ラで心と体を健康に！

佐々木／薫∥著 池田書店

702-ﾅｶ 宗教図像学入門　十字架、神殿から仏
像、怪獣まで

中村／圭志∥著 中央公論新社

723-ｲﾄ 世界一わかりやすい美術鑑賞ドリル いとはる∥著 サンマーク出
版

725-ｷｽ 誰でも３０分で絵が描けるようになる
本　たった「４つのステップ」で、驚
くほど絵が上手くなる！

マーク・キスラー∥著
井上／麻衣∥訳

東洋経済新報
社

763-ﾀｸ できるゼロからはじめるパソコン音楽
制作超入門　ウィンドウズ１０対応

侘美／秀俊∥著 リットー
ミュージック

811-ﾋﾗ 漢字の語源図鑑　辞書より面白くてた
めになる

平山／三男∥著　和全∥
絵

かんき出版

832-ｼﾐ 英語の語源大全　時間を忘れるほど面
白い　決定版　３６５日、頭と心がよ
ろこぶ１００の驚き！

清水／建二∥著　すずき
／ひろし∥イラスト

三笠書房

913-ｱｻ ボタニカ 朝井／まかて∥著 祥伝社

913-ｳｴ-1 香君　上　西から来た少女 上橋／菜穂子∥著 文藝春秋

913-ｳｴ-2 香君　下　遥かな道 上橋／菜穂子∥著 文藝春秋

913-ｵﾉ ラノベ古事記　日本の英雄と天翔ける
物語

小野寺／優∥〔訳〕著
東京モノノケ∥イラスト

ＫＡＤＯＫＡ
ＷＡ

913-ｶﾜ おしゃべりな部屋 川村／元気∥著　近藤／
麻理恵∥著

中央公論新社

913-ｼﾗ-18 魔女の旅々　１８　ＴＨＥ　ＪＯＵＲ
ＮＥＹ　ＯＦ　ＥＬＡＩＮＡ

白石／定規∥著　あずー
る∥イラスト

ＳＢクリエイ
ティブ

913-ｼﾝ 剣持麗子のワンナイト推理 新川／帆立∥著 宝島社

913-ﾅｶ ミシンと金魚 永井／みみ∥著 集英社

913-ﾋｶ マスカレード・ゲーム 東野／圭吾∥著 集英社

913-ﾋﾛ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１５～１７ 廣嶋／玲子∥作　ｊｙａ
ｊｙａ∥絵

偕成社

913-ﾏｲ マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂 幸太郎/著 幻冬舎

929-ｿﾝ 三十の反撃 ソン／ウォンピョン∥著
矢島／暁子∥訳

祥伝社

自然科学

文学

芸術

言語



B-913-ｲﾁ 君が最後に遺した歌 一条／岬∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡ
ＷＡ

B-913-ｼﾗ-
16

りゅうおうのおしごと！　１６ 白鳥／士郎∥著　西遊棋
∥監修

ＳＢクリエイ
ティブ

B-913-ｼﾗ 後宮の烏　５～７ 白川／紺子∥著 集英社

B-913-ﾊﾗ 三千円の使いかた 原田／ひ香∥著 中央公論新社

B-913-ﾏﾙ 君と過ごした透明な時間 丸井／とまと∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡ
ＷＡ

B-913-ﾖｼ 破船 吉村／昭∥著 新潮社

★ B-914-ｱｻ 時をかけるゆとり 朝井／リョウ∥著 文藝春秋

B-933-ｼﾔ 自由研究には向かない殺人 ホリー・ジャクソン∥著
服部／京子∥訳

東京創元社

★
B-933-ﾊﾗ ファイト・クラブ チャック・パラニューク

∥著　池田／真紀子∥訳
早川書房

★
B-945-ｹﾃ イタリア紀行　上・下 ゲーテ∥著　鈴木／芳子

∥訳
光文社

C-726-ﾉﾀ ゴールデンカムイ　２８・２９ 野田／サトル∥著 集英社

E-913-ｺﾝ ゆめぎんこう コンドウ／アキ∥著 白泉社

E-913-ｼｵ たまごのはなし しおたに／まみこ∥作 ブロンズ新社

E-913-ｼﾕ 街どろぼう ｊｕｎａｉｄａ∥著 福音館書店

E-989-ﾗﾁ てぶくろ　ウクライナ民話 エウゲーニー・Ｍ・ラ
チョフ∥え　うちだ／り
さこ∥やく

福音館書店

進-366-ﾅﾙ-
53

声優になるには 山本／健翔∥著 ぺりかん社

進-366-ﾎﾘ １６歳の仕事塾　高校生と親・先生の
ためのキャリアデザイン

堀部／伸二∥著　山岸／
慎司∥著

中央経済社

進-376-ﾅﾙ 歯学部　中高生のための学部選びガイ
ド

橋口／佐紀子∥著 ぺりかん社

進路

マンガ

文庫

絵本

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。

QRコード
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