
　

002-ﾌｸ 学問のすゝめ　福沢諭吉　独立自尊の道を
歩め

齋藤／孝∥著 ＮＨＫ出版

007.35-ﾅｶ 最新コンテンツ業界の動向とカラクリがよく
わかる本　業界人、就職、転職に役立つ情
報満載

中野／明∥著 秀和システム

007.35-ﾘﾝ Ｇｏｏｇｌｅ　Ｍｅｅｔ基本＆便利技 リンクアップ∥著 技術評論社

007.60-ｷﾀ-
2022

キタミ式イラストＩＴ塾基本情報技術者　令
和０４年

きたみ／りゅうじ∥著 技術評論社

007.60-ｷﾀ-
2022

キタミ式イラストＩＴ塾ＩＴパスポート　令和０４
年

きたみ／りゅうじ∥著 技術評論社

007.64-ｶｻ ＪａｖａＳｃｒｉｐｔではじめるプログラミング超入
門

河西／朝雄∥著 技術評論社

007.64-ｶﾓ ＺＢｒｕｓｈではじめる３Ｄ－ＣＧ入門　基本編
高機能の「３Ｄ彫刻ソフト」

加茂／恵美子∥著 工学社

007.64-ｶﾓ ＺＢｒｕｓｈではじめる３Ｄ－ＣＧ入門　応用編
高機能の「３Ｄ彫刻ソフト」

加茂／恵美子∥著 工学社

019-ﾎﾝ １０代のための読書地図 本の雑誌編集部∥編 本の雑誌社

021-ｱﾚ 知りたいレイアウトデザイン ＡＲＥＮＳＫＩ∥著 技術評論社

123-ｺｳ 論語　孔子　丸ごとの「私」を愛する 佐久／協∥著 ＮＨＫ出版

135-ﾊﾟｽ パンセ　パスカル　「考える」ことが、すべて
だ

鹿島／茂∥著 ＮＨＫ出版

156-ﾆﾄ 武士道　新渡戸稲造　日本的思考の根源
を見る

山本／博文∥著 ＮＨＫ出版

167-ｲｹ 高校生からわかるイスラム世界 池上／彰∥著 集英社

★（リクエスト）　      （先生のお薦め）

総記

哲学・思想

図書館にない本はリクエストできます♪

■用紙は蔵書検索機のとなりにあります

■本の名前や書いた人を記入

■リクエストボックスにいれてください

■担任の先生を通して連絡します

書名等はふせて連絡します

LiSA校図書館通信

神奈川総合産業高校図書館 令和4年6月

全日制 定時制

月～金　９時～１７時 月・水・金　１３時～１７時

火・木　　　１３時～２１時

開館時間　変更の場合あり



183-ｴﾇ 般若心経　「見えない力」を味方にする 佐々木／閑∥著 ＮＨＫ出版

188-ｼﾕ 心をととのえるスヌーピー　悩みが消えて
いく禅の言葉

チャールズ・Ｍ．シュルツ∥
〔原〕著　谷川／俊太郎∥訳
枡野／俊明∥監修

光文社

209-ｲｹ ２０歳の自分に教えたい現代史のきほん 池上／彰∥著　「池上彰の
ニュースそうだったの
か！！」スタッフ∥著

ＳＢクリエイティ
ブ

209-ｲﾜ-12 岩波講座世界歴史　１２　東アジアと東南
アジアの近世　１５～１８世紀

荒川／正晴∥編集委員　ほ
か

岩波書店

209-ｲﾜ-14 岩波講座世界歴史　１４　南北アメリカ大陸
～１７世紀

荒川／正晴∥編集委員　ほ
か

岩波書店

209-ｲﾜ-6 岩波講座世界歴史　０６　中華世界の再編
とユーラシア東部　４～８世紀

荒川／正晴∥編集委員　ほ
か

岩波書店

209-ｲﾜ-7 岩波講座世界歴史　０７　東アジアの展開
８～１４世紀

荒川／正晴∥編集委員　ほ
か

岩波書店

210.1-ﾎﾝ 日本の合戦解剖図鑑　時代を動かした戦
がマルわかり

本郷／和人∥監修　かみゆ
歴史編集部∥編著

エクスナレッジ

280-ｻﾀ 世界の人物大年表　ビジュアル版 定延／由紀∥訳　李／聖美
∥訳　中村／佐千江∥訳
伊藤／理子∥訳

創元社

288-ﾏﾂ 図説メディチ家の興亡 松本／典昭∥著 河出書房新社

319-ｲｹ 独裁者プーチンはなぜ暴挙に走ったか　徹
底解説：ウクライナ戦争の深層

池上／彰∥著 文藝春秋

323-ｲｹ 君たちの日本国憲法 池上／彰∥著 集英社

330-ｲｹ ２０歳の自分に教えたいお金のきほん 池上／彰∥著　「池上彰の
ニュースそうだったの
か！！」スタッフ∥著

ＳＢクリエイティ
ブ

331-ｲｹ 高校生からわかる「資本論」 池上／彰∥著 集英社

334-ﾆｭ 人類の未来年表　水，食糧，エネルギー，
医療　人類の課題がすべてわかる　環境
の教科書

ニュートンプレス

336-ﾄﾞﾗ マネジメント　ドラッカー　人こそ、最大の資
産である

上田／惇生∥著 ＮＨＫ出版

338-ﾋﾗ 最新銀行業界の動向とカラクリがよ～くわ
かる本　業界人、就職、転職に役立つ情報
満載

平木／恭一∥著 秀和システム

367-ｻｻ 「ぴえん」という病　ＳＮＳ世代の消費と承認 佐々木／チワワ∥著 扶桑社

369-ｵｵ 最新福祉ビジネスの動向とカラクリがよくわ
かる本　業界人、就職、転職に役立つ情報
満載

大坪／信喜∥著 秀和システム

369-ｵｵ 最新保育サービス業界の動向とカラクリが
よ～くわかる本　業界人、就職、転職に役
立つ情報満載

大嶽／広展∥著 秀和システム

370-ｶﾜ 最新教育ビジネスの動向とカラクリがよ～く
わかる本　業界人、就職、転職に役立つ情
報満載

川上／清市∥著 秀和システム

382-ｽﾄ-1-
1

それ日本と逆！？文化のちがい習慣のち
がい　〔第１期〕１～6

須藤／健一∥監修 学研プラス

382-ｽﾄ-2-
1

それ日本と逆！？文化のちがい習慣のち
がい　第２期１～5

須藤／健一∥監修 学研プラス

社会科学

歴史・地理



383-ﾁｷ 世界の中華料理図鑑　中国と世界に広が
る３４９の名物中華料理を食の雑学ととも
に解説　本場の味を日本で体験できるレス
トランガイド付き！

地球の歩き方編集室∥編
集

地球の歩き方

383-ﾌﾘ 国別世界食文化ハンドブック ヘレン・Ｃ．ブリティン∥著
小川／昭子∥訳　海輪／由
香子∥訳　八坂／ありさ∥
訳

柊風舎

383-ﾖｺ 世界のしゃがみ方　和式／洋式トイレの謎
を探る

ヨコタ村上孝之∥著 平凡社

404-ﾆﾕ 科学名著図鑑　一生ものの教養が身につく
厳選の名作１４２冊

ニュートンプレス

413-ﾆｭ 微分と積分　基礎から応用まで，考え方が
しっかり身につく

ニュートンプレス

421-ｴﾇ 相対性理論　アインシュタイン　時間は、絶
対ではない

佐藤／勝彦∥著 ＮＨＫ出版

421-ﾆｭ 無とは何か　数字の無，物質の無，そして
時間も空間もない究極の無

ニュートンプレス

課題研究
427-ｽｽ 静電気の基礎 鈴木／輝夫∥著　二澤／正

行∥監修
プラスチックス・
エージ

489-ｸﾛ パンダとわたし 黒柳徹子と仲間たち∥著 朝日新聞出版

491-ｻｶ 図解眠れなくなるほど面白い解剖学の話 坂井／建雄∥監修 日本文芸社

498.1-ﾅｶ 最新病院業界の動向とカラクリがよ～くわ
かる本　業界人、就職、転職に役立つ情報
満載

中村／恵二∥著　山口／大
樹∥著　安藤／恵子∥著

秀和システム

498.5 八訂早わかりインデックス食材＆料理カロ
リーブック

主婦の友社∥編 主婦の友社

519-ｽﾅ はじめての脱炭素　見て、知る、サステナブ
ル

すなだ／ゆか∥作・絵 小峰書店

519-ﾐﾂ トコトンやさしい消臭・脱臭の本 光田／恵∥編著　岩橋／尊
嗣∥著　一ノ瀬／昇∥著
棚村／壽三∥著

日刊工業新聞
社

523-ﾗｲ 英国建築の解剖図鑑 マシュー・ライス∥著　岡本
／由香子∥訳　中島／智章
∥監修

エクスナレッジ

530.9-ｶﾜ 最新機械業界の動向とカラクリがよ～くわ
かる本　業界人、就職、転職に役立つ情報
満載

川上／清市∥著 秀和システム

537.2-ﾋﾛ トコトンやさしい電気自動車の本 廣田／幸嗣∥著 日刊工業新聞
社

539-ｲｹ 高校生からわかる原子力 池上／彰∥著 集英社

543-ﾔﾏ トコトンやさしい環境発電の本 山崎／耕造∥著 日刊工業新聞
社

548.3-ｼﾐ トコトンやさしいサービスロボットの本 清水／祐一郎∥著 日刊工業新聞
社

548.3-ﾆﾎ トコトンやさしいロボットの本 日本ロボット工業会∥監修
日刊工業新聞社∥編

日刊工業新聞
社

549.0-ﾀｶ 最新エレクトロニクス業界の動向とカラクリ
がよ～くわかる本　業界人、就職、転職に
役立つ情報満載

高橋／潤一郎∥著 秀和システム

549.8-ｾﾝ 最新半導体業界の動向とカラクリがよ～く
わかる本　業界人、就職、転職に役立つ情
報満載

センス・アンド・フォース∥著 秀和システム

570-ﾀｼ 最新化学業界の動向とカラクリがよ～くわ
かる本　業界人、就職、転職に役立つ情報
満載

田島／慶三∥著 秀和システム

自然科学

技術



571-ﾀﾃ トコトンやさしい乾燥技術の本 立元／雄治∥著　中村／正
秋∥著

日刊工業新聞
社

572-ｵﾔ トコトンやさしい二次電池の本 小山／昇∥著　脇原／將孝
∥著

日刊工業新聞
社

課題研究

596-ﾌｱ スパイスの科学大図鑑　香りの効果的な引
き出し方や相性を徹底解明

スチュアート・ファリモンド∥
著　辻静雄料理教育研究所
∥監修　中里／京子∥訳

誠文堂新光社

674-ｸﾗ 最新広告業界の動向とカラクリがよくわか
る本　業界人、就職、転職に役立つ情報満
載

蔵本／賢∥著　林／孝憲∥
著　中野／明∥著

秀和システム

694-ﾅｶ 最新通信業界の動向とカラクリがよくわか
る本　業界人、就職、転職に役立つ情報満
載

中野／明∥著 秀和システム

699-ﾅｶ 最新放送業界の動向とカラクリがよくわか
る本　業界人、就職、転職に役立つ情報満
載

中野／明∥著 秀和システム

708-ｱﾄ もっと知りたいアイヌの美術 山崎／幸治∥著 東京美術

708-ｱﾄ もっと知りたい円山応挙　生涯と作品 樋口／一貴∥著 東京美術

708-ｱﾄ もっと知りたい佐伯祐三　生涯と作品 熊田／司∥著 東京美術

708-ｱﾄ もっと知りたいミロ　生涯と作品 松田／健児∥著　副田／一
穂∥著

東京美術

723-ﾔﾏ 殉教 山田／五郎∥著 創元社

723-ﾔﾏ 天使 山田／五郎∥著 創元社

723-ﾔﾏ 美童 山田／五郎∥著 創元社

727-ｱﾚ 知りたいタイポグラフィデザイン ＡＲＥＮＳＫＩ∥著 技術評論社

757-ｱﾚ 知りたい配色デザイン ＡＲＥＮＳＫＩ∥著 技術評論社

763-ｱﾀ まるごとピアノの本 足立／博∥著 青弓社

763-ｲｼ まるごとヴァイオリンの本 石田／朋也∥著 青弓社

763-ｲﾁ まるごとドラムの本 市川／宇一郎∥著 青弓社

763-ｵｶ まるごとサックスの本 岡野／秀明∥著 青弓社

763-ﾌｼ まるごとエレキギターの本 藤城／裕樹∥著 青弓社

763-ﾔﾏ まるごとハーモニカの本 山内／秀紀∥著 青弓社

768-ｶﾂ まるごと尺八の本 葛山／幻海∥著 青弓社

768-ﾀﾅ まるごと三味線の本 田中／悠美子∥ほか編著 青弓社

775-ﾅｶ タカラヅカの解剖図鑑詳説世界史 中本／千晶∥文　牧／彩子
∥イラスト　川村／宏∥監
修

エクスナレッジ

課題研究
778-ﾁﾊ 映像史　１９世紀から２１世紀までの映像メ

ディアの歴史と攻防
千葉／伸夫∥著 映人社

課題研究
778-ﾅｶ 最新映画産業の動向とカラクリがよ～くわ

かる本　業界人、就職、転職に役立つ情報
満載

中村／恵二∥著　佐々木／
亜希子∥著

秀和システム

783.4-ｲﾜ サッカー守備解剖図鑑　プロでも知らない
守り方の原則とボールを奪う技術

岩政／大樹∥著 エクスナレッジ

830-ﾐｷ ひらめき！英語迷言教室　ジョークのオチ
を考えよう

右田／邦雄∥著 岩波書店

産業

芸術・スポーツ

言語・語学



910-ｴﾇ こころ　夏目漱石　あなたは、真面目です
か

姜／尚中∥著 ＮＨＫ出版

910-ﾅﾂ 夏目漱石スペシャル　「文豪」を疑う 阿部／公彦∥著　日本放送
協会∥編集　ＮＨＫ出版∥
編集

ＮＨＫ出版

910-ﾐﾔ 銀河鉄道の夜　宮沢賢治　悲しみを、乗り
越えよ

ロジャー・パルバース∥著 ＮＨＫ出版

911-ｴﾇ 万葉集　はじめに和歌があった 佐佐木／幸綱∥著 ＮＨＫ出版

★ 913-ｳｼ-1 １０文字ホラー　１～３ 氏田／雄介∥編 星海社

913-ｴﾇ 古事記　歴史は一つではない 三浦／佑之∥著 ＮＨＫ出版

913-ｴﾇ 源氏物語　紫式部　想いは、伝わるか 三田村／雅子∥著 ＮＨＫ出版

913-ｻﾄ 源氏物語解剖図鑑　平安人の暮らしとキモ
チがマルわかり

佐藤／晃子∥文　伊藤／ハ
ムスター∥イラスト

エクスナレッジ

913-ﾏﾁ 宙ごはん 町田／そのこ∥著 小学館

913-ﾐｽ-0 夢をかなえるゾウ　０　ガネーシャと夢を食
べるバク

水野／敬也∥著 文響社

914-ｴﾇ 枕草子　清少納言　どうして、春は「あけぼ
の」？

山口／仲美∥著 ＮＨＫ出版

914-ｴﾇ 方丈記　鴨長明　「豊かさ」の価値を疑え！ 小林／一彦∥著 ＮＨＫ出版

914-ｴﾇ 徒然草　兼好法師　両面から、物事を見よ 荻野／文子∥著 ＮＨＫ出版

915-ｴﾇ おくのほそ道　松尾芭蕉　人生はかるみだ 長谷川／櫂∥著 ＮＨＫ出版

★ 930-ﾑﾗ ザ・スコット・フィッツジェラルド・ブック 村上／春樹∥著訳 中央公論新社

★ 933-ﾌｲ 最後の大君 スコット・フィッツジェラルド
∥著　村上／春樹∥訳

中央公論新社

946-ﾌﾗ 夜と霧　フランクル　絶望の果てに光がある 諸富／祥彦∥著 ＮＨＫ出版

953-ｻﾝ 星の王子さま　サン＝テグジュペリ　大事な
ことは、目には見えない

水本／弘文∥著 ＮＨＫ出版

★ B-913-ﾐﾅ ディア・ペイシェント　絆のカルテ 南／杏子∥〔著〕 幻冬舎

C-726-ｲｺ 図書委員界 生駒里奈 原作　古屋兎丸
漫画

新潮社

文庫

マンガ

文学

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。

書名、著者名、件名（調べたいキーワード）で

検索ができます。

QRコード

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。

５月貸出統計　　　　　 合計 954 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

479 214 83 10 1 17 0 106 1 43

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

