
新着図書案内 2020.5   川崎北高等学校図書館

有権者って誰？ 藪野祐三 314

マウス禁止！たった１秒のパソコン仕事術 中山真敬 007 ほとんど憲法　上・下　小学生からの憲法入門 木村草太ほか 323 407

世界一カンタンで実戦的な文系のための人工知能の教科書　福馬智生ほか 007 はじめての憲法 篠田英朗 323 その悩み、僕らなら数学で解決できます！　　　はなお＆でんがんと仲間たち 410

Ｅｘｃｅｌ最強の教科書　完全版★ 藤井直弥ほか 007 天、共に在り　アフガニスタン三十年の闘い 中村哲 333

若い人のための１０冊の本　 小林康夫 019 336

明日の自分が確実に変わる１０分読書　 吉田裕子 019 アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書 アンドリュー・Ｏ．スミス 338

著作権とは何か　文化と創造のゆくえ　 福井健策 021 日本文化の核心　「ジャパン・スタイル」を読み解く 松岡正剛 361

ウェブサイトの著作権Ｑ＆Ａ　コンテンツ別 雪丸真吾 021 幼稚園教諭になるには（なるにはＢＯＯＫＳ） 大豆生田啓友 366

装丁物語　 和田誠 022 薬剤師になるには（なるにはＢＯＯＫＳ） 井手口直子 366

028 行政書士になるには（なるにはＢＯＯＫＳ） 三田達治 366

高校生と考える日本の論点２０２０－２０３０　桐光学園中学校・高等学校 041 福祉業界で働く（なるにはＢＯＯＫＳ） 戸田恭子 366

049 366

366 統計学をめぐる散歩道　ツキは続く？続かない？　 石黒真木夫 417

ジョン・ロック　「統治二論」より（まんが学術文庫） ロック、ＮＡＨＡ 133 Ｎｅｗｔｙｐｅ　ｐｒｅｓｅｎｔｓ　アニメ業界就職ガイド Ｎｅｗｔｙｐｅ編集部 366 世界一カンタンで実戦的な文系のための統計学の教科書　本丸諒 417

「好きだけど付き合えない。」ってなんなの？「アイスコーヒー
をホットで！」って頼むの？

イッヌ 152 時間はどこから来て、なぜ流れるのか？　 吉田伸夫 421

３３歳で手取り２２万円の僕が１億円を貯められた理由 井上はじめ 159 炭素はすごい　なぜ炭素は「元素の王様」といわれるのか　 齋藤勝裕 435

泣いたあとは、新しい靴をはこう。　１０代のどうでもよくない
悩みに作家が言葉で向き合ってみた

日本ペンクラブ 159 460

あたいと他の愛　　 もちぎ 159 進化のからくり　現代のダーウィンたちの物語　 千葉聡 467

えげつない！寄生生物　 成田聡子 468

植物はなぜ動かないのか　弱くて強い植物のはなし　 稲垣栄洋 471

天地創造デザイン部（1）～（5） 蛇蔵ほか 480

１０年後に食える仕事食えない仕事 渡邉正裕 375 カメの甲羅はあばら骨　人体で表す動物図鑑 川崎悟司 481

生理ちゃん　3日目 小山健 367 眠れる美しい生き物　 関口雄祐 481

クソ女（アマ）の美学 ミンソヨン 367 481

レスキューナースが教えるプチプラ防災 辻直美 369 博士の愛したジミな昆虫　 金子修治 486

教育は何を評価してきたのか 本田由紀 372 おっぱいの進化史　 浦島匡ほか 489

大学進学のための“返さなくてよい”奨学金ガイド 給付型奨学金研究会 373

先生も大変なんです　いまどきの学校と教師のホンネ 江澤隆輔 374

209 「公共の扉」をひらく授業事例集　新科目「公共」★ 　 375

日本史でたどるニッポン　 本郷和人 210 マンガでわかる東大勉強法 西岡壱誠 375

川崎市の１００年　写真が語る★ いき出版 213 非進学校出身東大生が高校時代にしてたこと 太田あや 376

エリザベス女王　史上最長・最強のイギリス君主★ 君塚直隆 233 新・大学でなにを学ぶか 上田紀行 377

画家たちのフランス革命★ 鈴木杜幾子 234 文系大学教育は仕事の役に立つのか 本田由紀 377

238 378

手話教室（マンガでマスター） 早瀬憲太郎ほか 378

世の中まるごとガイドブック　基礎編・応用編★ 池上彰 304 東大式スマホ勉強術 西岡壱誠 379

000　学問・情報

100　哲学・心理・人生・宗教

200　歴史・地理

壁の世界史　万里の長城からトランプの壁まで　             イアン・ヴォルナー

400　数学・理科・健康　

マンガでわかる世界の名著　　ＮＨＫ「１００分ｄｅ名著」制作班

奇跡の論文図鑑　                                　 ＮＨＫ「ろんぶ～ん」制作班

１３歳からの研究倫理　知っておこう！科学の世界のルール　　　大橋淳史

池上彰が聞いてわかった生命のしくみ　東工大で生命科学を学ぶ　池上彰

土の中の美しい生き物たち　超拡大写真でみる不思議な生態　萩原康夫ほか

もうすぐ登校日ですね。新着図書をたくさん取りそろ
えて、みなさんの利用を待っています！

戦争は女の顔をしていない（1）小梅けいと、スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ

なぜ僕らは働くのか　君が幸せになるために考えてほしい大切なこと　池上彰

アニメーターの仕事がわかる本　業界の現実を教わってきました！　西位輝実

ＨＳＰと発達障害　空気を読みすぎる人　空気が読めない人　　高田明和

300　社会・世の中のこと・進路・教育

みんなが欲しかった！簿記の教科書日商３級商業簿記　      滝澤ななみ



そうだったのか！ヒトの生物学　知識ゼロからの東大講義　 坪井貴司 491 英検準２級過去６回全問題集　２０２０年度版　 830

空気を読む脳　 中野信子 491 英検２級過去６回全問題集　２０２０年度版　 830 本好きの下剋上　第５部〔１〕 香月美夜

からだと性の教科書　世界中の女子が読んだ！ ダールほか 495 英文法をこわす　感覚による再構築　 大西泰斗 835 ソードアート・オンライン（24）　 川原礫

マトリ　厚労省麻薬取締官 瀬戸晴海 498 900　文学・詩・小説 ようこそ実力至上主義の教室へ　２年生編（1） 衣笠彰梧

発注いただきました！ 朝井リョウ 魔法科高校の劣等生（31） 佐島勤

507 また君と出会う未来のために 阿部暁子 後宮の烏（4） 白川紺子

いちばんやさしい５Ｇの教本　　 藤岡雅宣 547 イマジン？ 有川ひろ りゅうおうのおしごと！（12）　 白鳥士郎

５Ｇ　次世代移動通信規格の可能性　 森川博之 547 レイワ怪談　三日月の章 ありがとう・ぁみ Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活（22） 長月達平

発酵はおいしい！　イラストで読む世界の発酵食品　ｆｅｒｍｅｎｔ　ｂｏｏｋｓほか 588 妹さえいればいい。　（14） 平坂読

文房具語辞典　　 高畑正幸 589 紙鑑定士の事件ファイル　模型の家の殺人 歌田年 丸の内で就職したら、幽霊物件担当でした。（6） 竹村優希

おうちでしあわせ日本全国まるごとおとりよせ便 たかはしみき 596 転生したらスライムだった件（16） 伏瀬

藤井弁当　お弁当はワンパターンでいい！　 藤井恵 596.4 ５分後に君とサヨナラのラスト オーバーロード（14）　 丸山くがね

５分後に謎解きのラスト 京都寺町三条のホームズ（13）（14） 望月麻衣

５分後にいい気味なラスト

できることならスティードで 加藤シゲアキ まるごと腐女子のつづ井さん　 つづ井

東京、はじまる★ 門井慶喜 村上春樹の「螢」・オーウェルの「一九八四年」　 森泉岳土マンガ

熱源　 川越宗一 アオアシ（19）　　

アパレル興亡　 黒木亮 暁のヨナ（31）　　

タイガー理髪店心中 小暮夕紀子 ガラスの仮面（43）～（49）　

桜の森の満開の下（乙女の本棚シリーズ） 坂口安吾、しきみ 銀河英雄伝説(17)

ししりばの家 澤村伊智 鬼滅の刃(20)

サムのこと　猿に会う 西加奈子 キングダム（57)

やさしい日本絵画　一生モノの基礎知識（マンガで教養シリーズ）山下裕二 721
出会い系サイトで７０人と実際に会ってその人に合い
そうな本をすすめまくった１年間のこと

花田菜々子 ゴールデンカムイ(21)　　

画家とモデル　宿命の出会い　 中野京子 723 綴る女　評伝・宮尾登美子★ 林真理子 進撃の巨人（31）

新怖い絵　 中野京子 723 クスノキの番人 東野圭吾 ダイヤのＡ　ａｃｔⅡ(21)　　

国立西洋美術館名画の見かた　 渡辺晋輔 723 ちはやふる（44)

佐々木未来と学ぶ！世界一わかりやすい最強声優トレーニングＢＯＯＫ 771 カケラ 湊かなえ ＤＡＹＳ(37)　

バスケットボールが科学で強くなる！　 小谷究ほか 783 猫を棄てる　父親について語るとき 村上春樹 新テニスの王子様(28)

すぐに試合で使える！点が取れる！魔法のバスケレッスン　考えるバスケットボール　中川直之 783 丸の内魔法少女ミラクリーナ　 村田沙耶香 ハイキュー！！(42)(43)

世界一のプロゲーマーがやっている努力２．０　 ときど 798 はたらく細胞ＢＬＡＣＫ(6)

紳士と淑女のコロシアム「競技ダンス」へようこそ　 二宮敦人 799 文豪ストレイドッグス（18）

僕のヒーローアカデミア(26)

日本人が無意識に使う日本語が不思議すぎる！アン・クレシーニ、宮本隆治 810 ＭＡＪＯＲ　２ｎｄ(19)　　

段落論　日本語の「わかりやすさ」の決め手　 石黒圭 816 約束のネバーランド(18)

めんどくさがりなきみのための文章教室　 はやみねかおる 816 弱虫ペダル(66)(67)

「分かりやすい表現」の技術★ 藤沢晃治 816 弱虫ペダルＳＰＡＲＥ　ＢＩＫＥ（7）　

時事から学ぶ小論文　第１号　環境編★ 朝日新聞社 816.5 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ(96)

小論文これだけ！シリーズ★ 樋口裕一 816.5

でる順パス単英検準２級　 　 830 映画すみっコぐらし　とびだす絵本とひみつのコ　ストーリーブック

でる順パス単英検２級 830 ★・・・リクエスト本
〔旺文社〕

〔旺文社〕

500　技術・生活

トイレで読む、トイレのためのトイレ小説　ふた巻きめ　　　　雹月あさみ、ﾖｼﾀｹｼﾝｽｹ

死後の恋（乙女の本棚シリーズ）                                   夢野久作、　ﾎﾉｼﾞﾛﾄｦｼﾞ

３０の発明からよむ日本史　　　　　　　　　　　　　　　　池内了、造事務所

小川洋子と読む内田百間アンソロジー　　　　　　　　　　　　　内田百間、小川洋子

絵本

ライトノベル・ライト文芸

コミック・コミック小説版

エブリスタ

700　芸術・スポーツ・室内娯楽

800　ことば

５４字の物語　ＺＯＯ　超短編小説で読むいきもの図鑑　　　氏田雄介、今泉忠明


