
No.101 2021年12月号城山高等学校図書館

新しく入った本

本のタイトル 著者名 出版社 出版年

007-タ 今すぐ使えるかんたんChromebookクロームブック入門 (Imasugu Tsukaeru Kantan Series)

武井/一巳‖著 技術評論社 2021.10

007-ミ AIの時代を生きる　未来をデザインする創造力と共感力 (岩波ジュニア新書)

美馬/のゆり‖著 岩波書店 2021.10

140-シ 心理学大図鑑 (Newton大図鑑シリーズ) ニュートンプレス 2021.10

165-シ 宗教別おもてなしマニュアル　イスラム、ヒンズー、ユダヤ教… (中公新書ラクレ)

島田/裕巳‖著 中央公論新社 2020.5

172-ヒ 神話でたどる日本の神々 (ちくまプリマー新書)

平藤/喜久子‖著 筑摩書房 2021.11

193-ス 図説新約聖書の考古学 (ふくろうの本)　杉本/智俊‖著 河出書房新社 2021.9

210-マ はじめての考古学 (ちくまプリマー新書)　松木/武彦‖著 筑摩書房 2021.11

210.4-ナ 鎌倉幕府と執権北条氏の謎99 (イースト新書Q)

中丸/満‖著　かみゆ歴史編集部‖編 イースト・プレス 2021.11

302.22-イ 池上彰の世界の見方 中国　巨龍に振り回される世界
池上/彰‖著 小学館 2021.10

302.2399-タ シンガポールを知るための65章 第5版 (エリア・スタディーズ)

田村/慶子‖編著 明石書店 2021.10

302.271-ナ タリバン復権の真実 (ベスト新書) 中田/考‖著 ベストセラーズ 2021.10

図書館だより

引き続き廃棄雑誌および廃棄図書を、管理棟4階の廊下に

本棚に乗せて出しています。欲しい方はどうぞ。(その他の

本棚の上のパンフレット類なども、どうぞもらってください）



本のタイトル 著者名 出版社 出版年

302.271-マ アフガニスタンを知るための70章 (エリア・スタディーズ)

前田/耕作‖編著　山内/和也‖編著明石書店 2021.9

310-チ 超わかりやすく政治について教えてください 総合法令出版 2021.10

319-マ 13歳からの日米安保条約　戦争と同盟の世界史の中で考える
松竹/伸幸‖著 かもがわ出版 2021.10

320-オ 法は君のためにある　みんなとうまく生きるには? (ちくまQブックス)

小貫/篤‖著 筑摩書房 2021.10

324-ア 「選択的」夫婦別姓　IT経営者が裁判を起こし、考えたこと (ポプラ新書)

青野/慶久‖著 ポプラ社 2021.11

324-カ 図解による民法のしくみ 第10版 神田/将‖著　生活と法律研究所‖編集
自由国民社 2021.10

324-ク 夫婦別姓　家族と多様性の各国事情 (ちくま新書)

栗田/路子‖〔ほか〕著 筑摩書房 2021.11

333-カ SDGs入門　未来を変えるみんなのために (岩波ジュニアスタートブックス　ジュニスタ)

蟹江/憲史‖著 岩波書店 2021.9

367-コ ALLYになりたい　わたしが出会ったLGBTQ+の人たち
小島/あゆみ‖著 かもがわ出版 2021.9

369-イ-1 池上彰と考える災害とメディア　1　災害情報とメディアの特徴　　　　　　文溪堂 2021.2

369-イ-2 池上彰と考える災害とメディア　2　防災・減災のための災害予測　　 　文溪堂 2021.3

369-イ-3 池上彰と考える災害とメディア　3　災害から命を守る情報収集　　　　　文溪堂 2021.3

369-イ-4 池上彰と考える災害とメディア　4　復興のためのメディア情報　　　　 　文溪堂 2021.3

383-ズ ずかん世界のくつ・はきもの　見ながら学習調べてなっとく
技術評論社 2021.9

407-ソ そうだったのか!身近なもののはかり方図鑑　ビジュアル解説!

「そうだったのか!身近なもののはかり方図鑑」編集委員会‖編 文研出版 2021.2

421-デ 時間のしくみを科学する
ギヨーム・デュプラ,オリヴィエ・カーボネル‖著 創元社 2021.9

448-イ 地図帳の深読み　100年の変遷 今尾/恵介‖著 帝国書院 2021.8

451-ラ 目で見るSDGs時代の異常気象のしくみ
ジュディス・ラルストン,フレイザー・ラルストン‖著 さ・え・ら書房 2021.3

486-ゼ 昆虫館はスゴイ!　昆虫館スタッフの内緒話
全国昆虫施設連絡協議会‖著 repicbook 2021.8

489-タ 海獣学者、クジラを解剖する。　海の哺乳類の死体が教えてくれること
田島/木綿子‖著 山と溪谷社 2021.8

498-カ 看護師をめざすあなたへ 高橋/則子‖〔ほか〕著 日本看護協会出版会 2021.8

519-フ 地球があぶない!地図で見る気候変動の図鑑　ダン・フッカー‖著 創元社 2021.8

591-ミ シアワセなお金の使い方 (岩波ジュニア新書 新しい家庭科勉強法)

南野/忠晴‖著 岩波書店 2015.2

611-イ SDGs時代の食べ方　世界が飢えるのはなぜ? (ちくまQブックス)

井出/留美‖著 筑摩書房 2021.10

645-ビ ビジュアル犬種百科図鑑　ドーリング・キンダースリー社編集部‖編 緑書房 2016.3

652-ク 森の日本史 (岩波ジュニア新書) 黒瀧/秀久‖著 岩波書店 2021.10

702-ク もっと知りたい延暦寺の歴史 (アート・ビギナーズ・コレクション)

久保/智康,宇代/貴文‖著 東京美術 2021.9

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‖著　　　　　　集英社インターナショナル 2021.9

709-ト 地球一周365日世界遺産絶景の旅
富井/義夫‖写真　山本/厚子‖執筆 いろは出版 2021.2

750-ヤ もっと知りたい柳宗悦と民藝運動 (アート・ビギナーズ・コレクション)

東京美術 2021.10

767-サ 高い声で歌うためのボイトレ　7つのステップでミックスボイスをマスター! (コツがわかる本)

桜井/敏郎‖著　　　メイツユニバーサルコンテンツ 2021.7

783-タ バドミントン負けないこころのつくり方　もっと強くなりたい人へ贈る結果を引き出すメンタル術

 (パーフェクトレッスンブック) 高橋/礼華‖著 実業之日本社 2021.8

783-テ テニスサービス上達完全バイブル　差がつくトレーニング (コツがわかる本)

メイツユニバーサルコンテンツ 2021.9

783-バ バドミントンのルール審判の基本　観戦&プレーで役に立つ! 改訂新版 (パーフェクトレッスンブック)

実業之日本社 2021.10



本のタイトル 著者名 出版社 出版年

809-ク 伝わる図解!超入門 (TJ MOOK) 久保田/麻美‖[著] 宝島社 2021.11

814-ニ 世にも美しい三字熟語 西角/けい子‖著 ダイヤモンド社 2021.10

821-カ 植物の漢字語源辞典 新装版 加納/喜光‖著 東京堂出版 2021.8

830-ト なんで英語、勉強すんの? (岩波ジュニアスタートブックス　ジュニスタ)

鳥飼/玖美子‖著 岩波書店 2021.9

833-サ 最新日米口語辞典 決定版
エドワード・G.サイデンステッカー,松本/道弘‖共編 朝日出版社 2021.1

913.6-イ ペッパーズ・ゴースト 伊坂/幸太郎‖著 朝日新聞出版 2021.10

921-シ 詩人別でわかる漢詩の読み方・楽しみ方　時代や作風で深める読解のコツ35 (コツがわかる本)

メイツユニバーサルコンテンツ 2021.9

929.23-キ アイヌ民族27の昔話 (ミンタラ)

北原/モコットゥナシ‖編著　小笠原/小夜‖絵 北海道新聞社 2021.9

976-セ アウシュヴィッツ生還者からあなたへ　14歳、私は生きる道を選んだ (岩波ブックレット)

リリアナ・セグレ‖[著] 岩波書店 2021.11

文庫本
368-セ 戦慄の未解決ミステリー88 (鉄人文庫)

鉄人ノンフィクション編集部‖編 鉄人社 2021.11

387-ニ 日本人の禁忌(タブー)　忌み言葉、鬼門、縁起かつぎ…人は何を恐れたのか (青春文庫)

青春出版社 2021.11

818-サ 日本の方言 (角川ソフィア文庫) 佐藤/亮一‖[著] KADOKAWA 2021.3

913.6-ア-5 幻想古書店で珈琲を　[5]　招かれざる客人 (ハルキ文庫)

蒼月/海里‖著 角川春樹事務所 2017.9

913.6-カ-26 ソードアート・オンライン　26　ユナイタル・リング　5 (電撃文庫)

川原/礫‖[著] KADOKAWA 2021.10

913.6-キ-2-5 ようこそ実力至上主義の教室へ　2年生編5 (MF文庫J)

衣笠/彰梧‖著 KADOKAWA 2021.10

まんが
M-ア-7 百姓貴族　7 (WINGS COMICS) 荒川/弘‖著 新書館 2021.11

M-ア-17 呪術廻戦　17　葦を啣む (ジャンプコミックス)

芥見/下々‖著 集英社 2021.10

M-オ-9 透明なゆりかご　9　産婦人科医院看護師見習い日記 (KC Kiss)

沖田/×華‖著 講談社 2021.4

M-ド-1 俺だけレベルアップな件　01～08 (MFC)

DUBU‖漫画　Chugong‖原作 KADOKAWA　　　2019～2021

M-ト-22 学園ベビーシッターズ　22 (花とゆめCOMICS LaLa)

時計野/はり‖著 白泉社 2021.10

M-ヒ-32 おおきく振りかぶって　Vol.32 (アフタヌーンKC)

ひぐち/アサ‖著 講談社 2019.11

M-フ-11 ヲタクに恋は難しい　11 ふじた‖著 一迅社 2021.10

進路
608-ズ 最新電力・ガ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

第6版 (図解入門業界研究　How‐nual) 本橋/恵一‖著 秀和システム 2021.10

816-ヒ 小論文これだけ!　模範解答人文・情報・教育編　短大・推薦入試から難関校受験まで 樋口式小論文の
決定版 樋口/裕一,大原/理志‖著 東洋経済新報社 2021.10

旅行
291.3-チ 地球の歩き方aruco東京で楽しむ北欧 地球の歩き方 2021.11

291.6-タ 丹波篠山 (ことりっぷ) 昭文社 2021.11

596-チ 地球の歩き方aruco東京のパン屋さん 地球の歩き方 2021.11


