
新しく入った本
本のタイトル 著者名 出版社 出版年

007-リ LINEライン基本&便利技 (ゼロからはじめる)　リンクアップ‖著 技術評論社 2021.5

007-リ Twitterツイッター基本&便利技 (ゼロからはじめる)　リンクアップ‖著　技術評論社 2021.5

141-フ バイアスとは何か (ちくま新書) 藤田/政博‖著 筑摩書房 2021.6

167-ジ 13歳からのイスラーム 長沢/栄治‖監修 かもがわ出版 2021.5

210-ニ 日本歴史地図　あのできごとはここで起こった!　古代から現代までを徹底解説 (「わかる!」本「知っている
　…」が「わかる!」になる)     　「日本歴史地図」編集室‖著　メイツユニバーサルコンテンツ 2021.4

291-シ-1 新・日本のすがた　1　九州地方 (帝国書院地理シリーズ)

帝国書院編集部‖編集 帝国書院 2021.3

291-シ-2 新・日本のすがた　2　中国・四国地方 (帝国書院地理シリーズ)

帝国書院編集部‖編集 帝国書院 2021.3

291-シ-3 新・日本のすがた　3　近畿地方 (帝国書院地理シリーズ)

帝国書院編集部‖編集 帝国書院 2021.3

291-シ-4 新・日本のすがた　4　中部地方 (帝国書院地理シリーズ)

帝国書院編集部‖編集 帝国書院 2021.3

291-シ-5 新・日本のすがた　5　関東地方 (帝国書院地理シリーズ)

帝国書院編集部‖編集 帝国書院 2021.3

291-シ-6 新・日本のすがた　6　東北地方 (帝国書院地理シリーズ)

帝国書院編集部‖編集 帝国書院 2021.3

291-シ-7 新・日本のすがた　7　北海道地方 (帝国書院地理シリーズ)

帝国書院編集部‖編集 帝国書院 2021.3

291-シ-8 新・日本のすがた　8　自然・防災・都市・産業 (帝国書院地理シリーズ)

帝国書院編集部‖編集 帝国書院 2021.3

291-シ-9 新・日本のすがた　9　資料編・総索引 (帝国書院地理シリーズ)

帝国書院編集部‖編集 帝国書院 2021.3

292.5-ミ インドを旅する55章 (エリア・スタディーズ)

宮本/久義,小西/公大‖編著 明石書店 2021.6

302.21-イ 池上彰の世界の見方 朝鮮半島　日本はどう付き合うべきか
池上/彰‖著 小学館 2018.4

302.22-イ 池上彰の世界の見方 中国・香港・台湾　分断か融合か
池上/彰‖著 小学館 2016.11

302.23-イ 池上彰の世界の見方 東南アジア　ASEANの国々
池上/彰‖著 小学館 2019.4

302.27-イ 池上彰の世界の見方 中東　混迷の本当の理由
池上/彰‖著 小学館 2017.8

302.34-イ 池上彰の世界の見方 ドイツとEU　理想と現実のギャップ
池上/彰‖著 小学館 2017.11

312-イ 18歳から考える日本の政治 第3版 (From 18)　五十嵐/仁‖著 法律文化社 2021.3

319-イ 池上彰の君と考える戦争のない未来 (世界をカエル　10代からの羅針盤)

池上/彰‖著 理論社 2021.5

323-ニ 知って楽しい世界の憲法 西/修‖著 海竜社 2021.5

330-フ 14歳の自分に伝えたい「お金の話」　　　藤野/英人‖著 マガジンハウス 2021.5

338-エ マンガでわかる最強の仮想通貨入門　めざせ「億り人」! 改訂版
SC研究会‖著　吉村/佳‖漫画 新星出版社 2021.5

361-ナ 人は、なぜ他人を許せないのか? 中野/信子‖著 アスコム 2020.1

367-エ みんな自分らしくいるためのはじめてのLGBT (ちくまプリマー新書)

遠藤/まめた‖著 筑摩書房 2021.6

369-ア ぼくと目の見えない内田さんがであったはなし (LLブック　やさしくよめる本)

赤木/かん子‖著　濱口/瑛士‖絵 埼玉福祉会出版部 2021.4

410-サ 深掘り!中学数学　教科書に書かれていない数学の話 (岩波ジュニア新書)

坂間/千秋‖著 岩波書店 2021.5

420-エ-1 物理なぜなぜ事典　1　力学から相対論まで 増補新版
江沢/洋,東京物理サークル‖編著 日本評論社 2021.5

420-エ-2 物理なぜなぜ事典　2　場の理論から宇宙まで 増補新版
江沢/洋,東京物理サークル‖編著 日本評論社 2021.5

420-ヘ 確かめてナットク!物理の法則 (岩波ジュニア新書)

ジョー・ヘルマンス‖[著] 岩波書店 2021.4



本のタイトル 著者名 出版社 出版年

421-サ 16歳からの相対性理論　アインシュタインに挑む夏休み (ちくまプリマー新書)

佐宮/圭‖著 筑摩書房 2021.5

440-ア 星の王子さまの天文ノート 改訂版 縣/秀彦‖編著 河出書房新社 2021.5

443-セ 世界一やさしいブラックホールの話　ノーベル賞受賞の博士が明かした!　　宝島社 2021.4

451-ス みんなが知りたい!気象のしくみ　身近な天気から世界の異常気象まで (まなぶっく)

菅井/貴子‖著　   メイツユニバーサルコンテンツ 2021.5

493-ス 壊れた脳と生きる　高次脳機能障害「名もなき苦しみ」の理解と支援 (ちくまプリマー新書)

鈴木/大介,鈴木/匡子‖著 筑摩書房 2021.6

517-イ-1 いま「水」を考える　1　水道水がとどくまで 岩崎書店 2020.12

517-イ-2 いま「水」を考える　2　生活に欠かせない水 岩崎書店 2021.1

517-イ-3 いま「水」を考える　3　水の安全・危険 岩崎書店 2021.2

519-ウ 気候崩壊　次世代とともに考える (岩波ブックレット)

宇佐美/誠‖著 岩波書店 2021.6

596-ツ 作り始めから後片づけまでほぼ30分ランチ　ゆる自炊BOOK

(オレンジページ2021/07/02 付録2) オレンジページ 2021.6

615-ニ マンガでわかる楽しい草取り　西尾/剛‖著　坂木/浩子‖イラスト 誠文堂新光社 2021.5

723-ミ いちばんやさしい西洋美術の本　ミニマル,ブロックバスター‖編著 彩図社 2021.5

725-パ パステル画技法と表現力を磨く50のポイント　この一冊でステップアップ! 新版  (コツがわかる本)

メイツユニバーサルコンテンツ 2021.5

743-ノ カッコいいスナップ写真の撮り方 (玄光社MOOK)

野寺/治孝‖著 玄光社 2021.6

779-オ 日本の道化師　ピエロとクラウンの文化史 (平凡社新書)

大島/幹雄‖著 平凡社 2021.5

782-モ 中長距離・駅伝 第2版 (陸上競技入門ブック)　両角/速‖著　ベースボール・マガジン社 2021.4

782-リ-2021 陸上競技ルールブック　2021年度版 日本陸上競技連盟 2021.4

782-リ-2021 陸上競技審判ハンドブック　2021-2022年度版 日本陸上競技連盟 2021.4

783-コ-2021 高校サッカー年鑑　2021　公式記録　全国高等学校体育連盟サッカー専門部‖編　講談社 2021.3

783-ブ 部活で差がつく!勝つバドミントン最強のコツ50 新版 (コツがわかる本)

メイツユニバーサルコンテンツ 2021.5

795-イ いちばんやさしい囲碁教室 芝野/虎丸‖監修 ナツメ社 2021.6

809-ハ プロが教える朗読上達トレーニング　心に届く表現力向上メソッド (コツがわかる本)

葉月/のりこ‖著　  メイツユニバーサルコンテンツ 2021.4

810-ナ 「自分らしさ」と日本語 (ちくまプリマー新書)　中村/桃子‖著 筑摩書房 2021.5

816-イ 文章が苦手でも「受かる小論文」の書き方を教えてください。
今道/琢也‖著 朝日新聞出版 2021.5

911.1-キ 基礎からわかるはじめての短歌上達のポイント (コツがわかる本)

メイツユニバーサルコンテンツ 2021.5

913.6-カ-11 心霊探偵八雲　11　魂の代償 神永/学‖著 KADOKAWA 2019.3

916-ヤ 語り継ぐ戦争と民主主義　先の戦争と日本国憲法を根っこに据えて考える
八角/宗林‖著 あけび書房 2019.6

文庫本
159-マ ざんねんな名言集 真山/知幸‖著 彩図社 2021.6

210-サ 最新研究でここまでわかった日本史通説のウソ
日本史の謎検証委員会‖編 彩図社 2021.5

333-イ 一番わかりやすい!SDGsのざっくり知識 (KAWADE夢文庫)

国際時事アナリスツ‖編 河出書房新社 2021.5

913.6-ウ- 七つの魔剣が支配する　[1]～6 (電撃文庫)　宇野/朴人‖[著] KADOKAWA 2018～
913.6-カ-4 創約とある魔術の禁書目録(インデックス)　4 (電撃文庫)

鎌池/和馬‖[著] KADOKAWA 2021.5

913.6-キ-9 博多豚骨ラーメンズ　9 (メディアワークス文庫)

木崎/ちあき‖[著] KADOKAWA 2020.2

913.6-キ 博多豚骨ラーメンズ　Extra Games (メディアワークス文庫)

木崎/ちあき‖[著] KADOKAWA 2018.3

913.6-サ 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん (角川スニーカー文庫)

燦々SUN‖著 KADOKAWA 2021.3
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913.6-シ- 魔王学院の不適合者　史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う　[1]～9 (電撃文庫)

秋‖著 KADOKAWA 2018～
913.6-シ-7 学園キノ　7 (電撃文庫) 時雨沢/恵一‖[著] KADOKAWA 2021.5

913.6-ツ-1 究極進化したフルダイブRPGが現実よりもクソゲーだったら　[1]～3 (MF文庫J)

土日/月‖著 KADOKAWA 2020～
913.6-ミ-6 地獄くらやみ花もなき　6　黒猫の鳴く獄舎 (角川文庫)

路生/よる‖[著] KADOKAWA 2021.6

913.6-ワ-14-2 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。　14.5 (ガガガ文庫)

渡/航‖[著] 小学館 2021.4

まんが
M-ア-16 呪術廻戦　16　渋谷事変-閉門- (ジャンプコミックス)

芥見/下々‖著 集英社 2021.6

M-ア-19 ワールドトリガー　19　玉狛支部 (ジャンプコミックス)

葦原/大介‖著 集英社 2018.12

M-ア-20 ワールドトリガー　20　玉狛第2⑤ (ジャンプコミックス)

葦原/大介‖著 集英社 2019.6

M-ア-21 ワールドトリガー　21　弓場隊 (ジャンプコミックス)

葦原/大介‖著 集英社 2019.12

M-ア-22 ワールドトリガー　22　雨取千佳 (ジャンプコミックス)

葦原/大介‖著 集英社 2020.6

M-ア-23 ワールドトリガー　23　遠征選抜試験 (ジャンプコミックス)

葦原/大介‖著 集英社 2021.2

M-イ-3 BEAST COMPLEX　3 (SHŌNEN CHAMPION COMICS)

板垣巴留 著 秋田書店 2021.5

M-ト- 学園ベビーシッターズ　18,19 (花とゆめCOMICS LaLa)

時計野/はり‖著 白泉社                  　2018,2019

M-フ-21 妖怪アパートの幽雅な日常　21 (シリウスKC)

香月日輪 原作　深山和香 漫画 講談社 2020.11

進路
366-キ 将来が見えてくる!日本の給料&職業図鑑Special

給料BANK,スタディサプリ進路‖著 宝島社 2021.5

376-ナ 経済学部　中高生のための学部選びガイド (なるにはBOOKS 大学学部調べ)

山下/久猛‖著 ぺりかん社 2021.5

608-ズ 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 第6版
 (図解入門業界研究　How‐nual) 平木/恭一‖著 秀和システム 2021.6

608-ズ 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 第4版
 (図解入門業界研究　How‐nual) 中野/明‖著 秀和システム 2021.5

旅行
291.3-ニ 日光・那須　栃木・益子 (ことりっぷ) 昭文社 2021.5

郷土資料
K-291.3-カ 神奈川県道路地図 (県別マップル) 昭文社 2021.1


