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凡例）請求記号/ 書名/ 著者/ 出版社 

★はﾘｸｴｽﾄ、☆は寄贈、◎は文化祭売上寄贈 

で入りました 

神奈川県立西湘高等学校 図書館 

新着図書案内＆お知らせ 
 

(裏面に続く） 

007-ﾀ/ 図解まるわかりNFTのしくみ/ 大和総研ﾌﾛﾝ
ﾃｨｱ研究開発ｾﾝﾀｰ/ 翔泳社 
007-ﾅ/ ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ/ 生田目崇/ 創元社 
007-ﾓ/ 最新ﾈｯﾄﾄﾗﾌﾞﾙをめぐる法律とﾄﾗﾌﾞﾙ解決
法/ 森公任/ 三修社 

143-ﾊ/ 最新図解よくわかる発達心理学/ 林洋一/ 
ﾅﾂﾒ社 
148-ｷ/ 占星術ｷｬﾗ図鑑/ ｷｬﾒﾚｵﾝ竹田/ ﾅﾂﾒ社 
159-ﾊ/ 中高生の悩みが軽くなるﾋﾝﾄ集めました｡ / 葉
一/ 河出書房新社 ←大人気教育系
YouTuberハイチさんがトコトン考えてくれました 

210.1-ｾ/ 日本文化POP&ROCK/ 笠間書院 

302-ﾀ/ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙを知るための65章/ 田村慶子/ 
明石書店 
☆316-ｼ/ 私の身に起きたこと とあるｳｲｸﾞﾙ人女性の
証言/ 清水ともみ/ 季節社 
364-ﾖ/ 15歳からの社会保障/ 横山北斗/ 日本
評論社 ←誰もが当事者 
383-ｴ/ 化粧の世界/ ﾘｻ･ｴﾙﾄﾞﾘｯｼﾞ/ 国書刊行会 

☆450-ｵ/ 地球の謎に迫る/ 太田猛彦/ Gakken 
468-ｲ/ 図解でわかる14歳から知る生物多様性/ ｲﾝ
ﾌｫﾋﾞｼﾞｭｱﾙ研究所/ 太田出版 
493-ﾊ/ 図解いちばんわかりやすい醜形恐怖症/ 原井
宏明/ 河出書房新社 
495-ｵ/ 私の半分はどこから来たのか AID非配偶者
間人工授精で生まれた子の苦悩/ 大野和基/ 朝日
新聞出版 ←「出自を知る権利」とは 
495-ﾃ/ ﾄﾞﾅｰで生まれた子どもたち ｢精子･卵子･受精
卵｣売買/ ｻﾗ･ﾃﾞｨﾝｸﾞﾙ/ 日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ 

 ←このシリーズは分かりやすい！教頭先生ｵｽｽﾒ
498-ﾏ/ 糖質の教科書/ 前川智/ 西東社 

547-ｶ/ “顔出しﾅｼ"でYouTubeで稼ぐ本/ 学識ｻﾛ
ﾝまぁ～/ 大和出版 ←見えてもらえる動画づくり 

皆さんの文化祭の売り上げで、かねてから要望を

いただいていた『ONE PIECE』１～103巻と『ア

オアシ』１～19巻が入りました。カウンター横の、

技能員さんが作って下さった本棚に並んでいますの

で、ご利用ください。 

 文化祭売上で入りました！ 

３年生の皆さん、計画登校に入る前に、延滞図

書がある人に、担任の先生から督促状を渡しても

らいますのでご確認をお願いします。例年、計画

登校中は貸出していませんでした。予約や督促な

どの連絡ができないためでしたが、図書館からの

連絡に応じる約束をしてくれた人には、計画登校

中も貸出します。返却期限などは変わりません。

不明な点は司書にお気軽にお問い合わせくださ

い。進路に向かって頑張る皆さんを応援していま

す！！ 

↘

Ｓ
Ｓ
Ｌ
キ
ャ
ラ
・
西
ゴ
ロ
ー
…
あ
れ 
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596-ｴ/ とんでもないお菓子作り/ 江口和明/ ﾜﾆﾌﾞｯｸｽ 
 ↑「わかりやすく簡単で誰もが失敗しない」 そうです！ 

 ↑日本の食糧自給率は38％ どうすればいい？

706-ｶ/ 目の見えない白鳥さんとｱｰﾄを見にいく/ 川内有
緒/ 集英社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ←本屋大賞ノンフィクション本大
賞受賞作 全盲の人はどうやって芸術鑑賞するのか？ 
748-ｹ/ Twitter発写真が好きだ｡/ 芸術新聞社 
☆778-ﾄ/ 東欧ｱﾆﾒをめぐる旅/ 求龍堂 
779-ｶ/ 漫才の教科書/ 元祖爆笑王/ 立東舎 
783.4-ﾅ/ <ﾒﾝﾀﾙﾓﾝｽﾀｰ>になる｡/ 長友佑都/ 幻冬舎 
797-ﾙ/ るるぶ原神/ JTBﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸ  ゙

902-ｴ/ 海外文学ﾌﾞｯｸｶﾞｲﾄﾞ/ 越前敏弥/ 河出書房
新社 
913.6-ｱ/ 月の立つ林で/ 青山美智子/ ﾎﾟﾌﾟﾗ社 
☆913.6-ｲ/ 光のとこにいてね/ 一穂ﾐﾁ/ 文藝春秋 
☆913.6-ｵ/ ﾘﾊﾞｰ/ 奥田英朗/ 集英社 
☆913.6-ｺ/ 爆弾/ 呉勝浩/ 講談社 
★913.6-ﾀ/ 星に仄めかされて/ 多和田葉子/ 講談社 
★913.6-ﾃ/ 川のほとりに立つ者は/ 寺地はるな/ 双葉社 
913.6-ﾏ/ 宙ごはん/ 町田そのこ/ 小学館 

G031-ｼ/ 現代用語の基礎知識 2023/ 自由国民社 

S019-ｵ/ 忘れる読書/ 落合陽一/ PHP研究所 
S141-ｸ/ ｢推し｣の科学/ 久保(川合)南海子/ 集英社 

S367-ｼ/ ﾌｪﾐﾆｽﾞﾑってなんですか?/ 清水晶子/ 文藝春秋 
S706-ｼ/ 新しいｱｰﾄのかたち/ 施井泰平/ 平凡社 

☆B159-ﾅ/ 運命を拓く 天風瞑想録/ 中村天風/ 講
談社 ←荒川憲先生オススメ 御寄贈いただきました♪ 
★B913.6-ｱ/ ﾊﾞｯﾃﾘ  ー2/ あさのあつこ/ KADOKAWA 
★B913.6-ｵ/ 俘虜記/ 大岡昇平/ 新潮社 
★B913.6-ｶ/ 明日､君が死ぬことを僕だけが知っていた/ 加
賀美真也/ ｽﾀｰﾂ出版 
★B913.6-ｷ/ 桜のような君に､僕は永遠の恋をする/ 騎月
孝弘/ ｽﾀｰﾂ出版 
☆B913.6-ｷ/ 領怪神犯/ 木古おうみ/ KADOKAWA 
↑みんなの先輩です☆文芸部時代作家さんに褒められたことも 
★B913.6-ｻ/ 准教授･高槻彰良の推察 4～8/ 澤村
御影/ KADOKAWA 
★B913.6-ﾂ/ 宝石商ﾘﾁｬｰﾄﾞ氏の謎鑑定 [12] 少年と
螺鈿箪笥/ 辻村七子/ 集英社 

★B913.6-ﾏ/ 15歳のﾃﾛﾘｽﾄ/ 松村涼哉/ KA-
DOKAWA ←TikTokで話題 
★B914.6-ｵ/ 数学する人生/ 岡潔/ 新潮社 
★B953-ﾕ/ ﾉｰﾄﾙ=ﾀﾞﾑ･ﾄﾞ･ﾊﾟﾘ 上下/ ﾕｺﾞｰ/ 岩波
書店 

★L913.6-ｱ/ ﾘｺﾘｽ･ﾘｺｲﾙ/ ｱｻｳﾗ/ KADOKAWA 
★L913.6-ｻ/ 時々ﾎﾞｿｯとﾛｼｱ語でﾃﾞﾚる隣のｱｰﾘｬさん 
4,5/ 燦々SUN/ KADOKAWA 
★L913.6-ｻ/ お隣の天使様にいつの間にか駄目人間
にされていた件 4,5/ 佐伯さん/ SBｸﾘｴｲﾃｨﾌ  ゙

★M015-ｽ/ 税金で買った本 5/ ずいの/ 講談社 
★M375-ﾔ/ ﾌﾞﾙｰﾋﾟﾘｵﾄ  ゙13/ 山口つばさ/ 講談社 
★M499-ｱ/ ｱﾝｻﾝｸﾞｼﾝﾃﾞﾚﾗ 9 病院薬剤師葵みど
り/ 荒井ﾏﾏﾚ/ ｺｱﾐｯｸｽ 
★M538-ｺ/ 宇宙兄弟 42/ 小山宙哉/ 講談社 
★M726-ｱ/ 呪術廻戦 21 東京第二結界-豪運-
/ 芥見下々/ 集英社 
★M726-ｲ/ 宝石の国 12/ 市川春子/ 講談社 
★M726-ｵ/ 明日､私は誰かのｶﾉｼﾞｮ 1/ をのひなお 
著/ 小学館 
★◎M726-ｵ/ ONE PIECE 巻1～巻103/ 尾
田栄一郎/ 集英社 ←やっと入りましたよ☆ 
★M726-ﾅ/ ちいかわ 2～4/ ﾅｶﾞﾉ/ 講談社  

↑大人気 

★M726-ﾜ/ 女の園の星 3/ 和山やま/ 祥伝社 
★◎M783-ｺ/ ｱｵｱｼ 1～19/ 小林有吾/ 小学館 

↑吉田先生も太鼓判 
★M786-ｱ/ ゆるｷｬﾝ△ 14/ あfろ/ 芳文社 
★M798-ｽ/ ちはやふる 50/ 末次由紀/ 講談社 

↑ついに完結 大学編も見たい 

☆E913.6-ｺ/ 心ってどこにあるのでしょう?/ こんのひとみ/ 
金の星社 

☆K091-ｵ/ 弥生の大集落 中里遺跡/ 小田原市
郷土文化館 
K291-ﾙ/ るるぶ箱根,るるぶ鎌倉/ JTBﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸ  ゙
☆K708-ｶ/ 神奈川文化賞50年の美術家たち/ 神
奈川県立近代美術館/ 神奈川新聞社 

D210.6-ｶ/ それでも､日本人は｢戦争｣を選んだ/ 加
藤陽子/ 朝日出版社 ←栄光学園での集中講
義が元になっています 
D312-ｺ/ ｵｰﾄﾞﾘｰ･ﾀﾝの思考 IQよりも大切なこと/ 近
藤弥生子/ ﾌﾞｯｸﾏﾝ社 
D366-ｼ/ なぜ働くのか/ ﾊﾞﾘｰ･ｼｭﾜﾙﾂ/ 朝日出版社 
D589-ﾋ/ ｹﾞｰﾑｸﾘｴｲﾀｰの仕事/ 蛭田健司/ 翔泳社 
D645-ﾀ/ まんがで読むはじめての保護猫/ 猫びより編集
部/ 日東書院本社 ←知ってお互いハッピー 
D726-ﾖ/ あるかしら書店/ ﾖｼﾀｹｼﾝｽｹ/ ﾎﾟﾌﾟﾗ社 
D913.6-ｱ/ 夢うつつ/ あさのあつこ/ 文藝春秋 
D913.6-ﾏ/ たまごを持つように/ まはら三桃/ 講談社 
D913.6-ﾔ/ ﾏｽｸ越しのおはよう/ 山本悦子/ 講談社 
 
 

(裏面から続く） 
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新聞・雑誌アンケートにご協力あ

りがとうございました！結果の詳

細を図書館に掲示しましたので、

ぜひ来館してご確認ください。 


