
新しく入った本
本のタイトル 著者名 出版社 出版年

007-ワ Word速攻ワザ実用事典　書類　書類作成のコツ満載！　完全保存版
(日経ＰＣ２１ 2021年5月号特別付録) 日経ＢＰ社　日経ＢＰマーケティング 2021.3

031-ゲ 現代用語の基礎知識・別冊2011→2020　3.11から10年の日本列島　自由国民社 2021.3

070-シ はじめてのニュース・リテラシー (ちくまプリマー新書)　白戸/圭一‖著　筑摩書房 2021.3

289-ガ ガウディ (ちくまプリマー新書 よみがえる天才)　鳥居/徳敏‖著 筑摩書房 2021.3

292.962-ハ 草原の国キルギスで勇者になった男　春間/豪太郎‖著 新潮社 2020.10

302.4-フ 絵はがきにされた少年 新版 藤原/章生‖著 柏艪舎 2020.10

302.53-イ-2 池上彰の世界の見方 アメリカ　2　超大国の光と陰
池上/彰‖著 小学館 2021.3

330-イ 中学生から知っておきたい!悪い大人にお金をだまし取られない全知識
イケダ/ハヤト‖著 主婦の友社 2021.3

365-ニ 狙われる18歳!?　消費者被害から身を守る18のQ&A (岩波ブックレット)

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会‖著 岩波書店 2021.3

367-キ ティーンズ・ボディーブック 新版　北村/邦夫‖著,伊藤/理佐‖イラスト　中央公論新社 2021.2

376-イ 大学の学科図鑑 改訂版
石渡/嶺司‖著　こきり/みき,むらいっち‖イラスト SBクリエイティブ 2021.3

410-ス 数学が好きになる数の物語100話 コリン・スチュアート‖著 ニュートンプレス 2020.10

410-ニ-1 笑う数学 日本お笑い数学協会‖著 KADOKAWA 2018.1

410-ニ-2 笑う数学　ルート4 日本お笑い数学協会‖著 KADOKAWA 2020.10

410-ロ ロマンティック数学ナイト 数学のロマンが詰まった夜も眠れないほど面白い18の数学エピソード
ロマンティック数学ナイト運営委員会‖著 KADOKAWA 2020.10

519-サ 「環境の科学」が一冊でまるごとわかる　齋藤/勝裕‖著 ベレ出版 2020.11

520-ク 建築家になりたい君へ (14歳の世渡り術)　隈/研吾‖著 河出書房新社 2021.2

596-ト-2 Today's Cooking 毎日役立つ晩ごはん献立 〔2〕(オレンジページ 2021年4月2日号 特別付録①)

オレンジページ 2021.3

608-ズ 最新教育ビジネスの動向とカラクリがよ〜くわかる本 第3版　業界人、就職、転職に役立つ情報満載
 (図解入門業界研究　How‐nual) 川上/清市‖著 秀和システム 2021.2

608-ズ 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

 (図解入門業界研究　How‐nual) 高橋/潤一郎‖著 秀和システム 2021.2

608-ズ 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

 (図解入門業界研究　How‐nual) 大坪/信喜‖著 秀和システム 2021.2

608-ズ 最新化学業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 第7版　業界人、就職、転職に役立つ情報満載
 (図解入門業界研究　How‐nual) 田島/慶三‖著 秀和システム 2021.2

608-ズ 最新印刷業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 第3版　業界人、就職、転職に役立つ情報満載
 (図解入門業界研究　How‐nual) 中村/恵二‖著　榎木/由紀子‖著秀和システム 2021.2

645-イ 岩合さんの好きなネコ 岩合/光昭‖著 辰巳出版 2016.5

645-イ 島の猫 岩合/光昭‖写真・文 辰巳出版 2014.4

645-イ ネコと歩けば (ニッポンの猫写真集) 岩合/光昭‖著 辰巳出版 2013.4

645-イ ねこ輝く (ニッポンの猫写真集) 岩合/光昭‖著 辰巳出版 2015.4

674-ヤ POP1年生　“センス”がなくてもPOPは書ける!　イラストで実況中継!

山口/茂‖著 すばる舎 2021.1

782-ヨ 跳躍 第2版 (陸上競技入門ブック) 吉田/孝久‖著　ベースボール・マガジン社 2021.2

783-ツ 「連係力」を極める!バレーボールセッター上達のポイント50 新版 (コツがわかる本)

蔦宗/浩二‖著　　　メイツユニバーサルコンテンツ 2021.2

786-ソ ソロキャンプ入門 (JTBのMOOK) JTBパブリッシング 2021.3

791-ナ 茶の湯のトリビア (淡交新書) 中村/幸‖著 淡交社 2021.3

801-シ 新6カ国語会話 英語・韓国語・中国語(繁体字)・タイ語・スペイン語 海外旅行ポケット通訳
JTBパブリッシング 2021.3

801-ト 動画で学ぶやさしい手話　動画と写真、イラストでだれでもできる!

豊田/直子‖著 日本文芸社 2021.3

830-テ はじめて受ける人のためのTOEIC L&Rテスト究極の模試活用術 (J MOOK)

TRAアカデミー‖問題作成・解説　早川/幸治‖学習相談 Jリサーチ出版 2021.4

831-ヤ 英語の声トレ　国際ヴォイストレーナーが教える「やさしい英語発音」
山下/まさよ‖著 ダイヤモンド社 2021.2

910.2-カ 平安男子の元気な!生活 (岩波ジュニア新書)　川村/裕子‖著 岩波書店 2021.2



本のタイトル 著者名 出版社 出版年

913.6-エ 人間椅子 (乙女の本棚)　江戸川/乱歩‖著　ホノジロ/トヲジ‖絵 立東舎 2020.12

913.6-タ 魔術師 (乙女の本棚)　　　　　　　　谷崎/潤一郎‖著　しきみ‖絵 立東舎 2020.12

913.6-ヤ 劇場版鬼滅の刃 無限列車編ノベライズ (JUMP J BOOKS)

吾峠/呼世晴‖原作　矢島/綾‖小説　ufotable‖脚本 集英社 2020.10

文庫本
222-シ-1 史記　1　覇者の条件 (徳間文庫) 司馬/遷‖著 徳間書店 2005.11

222-シ-2 史記　2　乱世の群像 (徳間文庫) 司馬/遷‖著 徳間書店 2005.11

222-シ-3 史記　3　独裁の虚実 (徳間文庫) 司馬/遷‖著 徳間書店 2005.12

222-シ-4 史記　4　逆転の力学 (徳間文庫) 司馬/遷‖著 徳間書店 2006.1

222-シ-5 史記　5　権力の構造 (徳間文庫) 司馬/遷‖著 徳間書店 2006.2

222-シ-6 史記　6　歴史の底流 (徳間文庫) 司馬/遷‖著 徳間書店 2006.3

222-シ-7 史記　7　思想の命運 (徳間文庫) 司馬/遷‖著 徳間書店 2006.4

404-キ とんでもない死に方の科学 (河出文庫) C.キャシディー,P.ドハティー‖著　河出書房新社 2021.3

913.6-ア 自殺予定日 (創元推理文庫) 秋吉/理香子‖著 東京創元社 2019.5

913.6-カ-7 ソードアート・オンラインプログレッシブ　7 (電撃文庫)　川原/礫‖[著] KADOKAWA 2021.3

913.6-キ-10 博多豚骨ラーメンズ　10 (メディアワークス文庫)　木崎/ちあき‖[著] KADOKAWA 2021.2

913.6-キ-2-4 ようこそ実力至上主義の教室へ　2年生編4 (MF文庫J)

衣笠/彰梧‖著 KADOKAWA 2021.2

913.6-ス- 生徒会探偵キリカ　1～　（講談社ラノベ文庫）　杉井/光‖著 講談社                    2011～2015

913.6-チ 優しい死神の飼い方 (光文社文庫) 知念/実希人‖著 光文社 2016.5

913.6-フ-16 俺の妹がこんなに可愛いわけがない　16　黒猫if　下 (電撃文庫)

伏見/つかさ‖[著] KADOKAWA 2021.3

まんが
ﾏﾝｶﾞ-コ-39 宇宙兄弟　39 (モーニングKC) 小山/宙哉‖著 講談社 2021.2

ﾏﾝｶﾞ-シ-10 おそ松さん　10 (マーガレットコミックス) シタラマサコ 著　赤塚不二夫 原作　おそ松さん製作委員会 監修集英社 2021.2

ﾏﾝｶﾞ-ス- コウノドリ　11～20 (モーニングKC) 鈴ノ木/ユウ‖著 講談社                    2015～2017

ﾏﾝｶﾞ-ス-11 あそびあそばせ　11 (YOUNG ANIMAL COMICS)　涼川りん 著 白泉社 2021.3

ﾏﾝｶﾞ-ス-46 ちはやふる　46 (BE LOVE KC) 末次/由紀‖著 講談社 2021.3

ﾏﾝｶﾞ-ノ-25 ゴールデンカムイ　25 (ヤングジャンプコミックス)　野田/サトル‖著 集英社 2021.3

ﾏﾝｶﾞ-フ-10 ヲタクに恋は難しい　10 ふじた‖著 一迅社 2021.3

進路
728-コ 硬筆書写技能検定公式テキスト

日本書写技能検定協会‖編　日本能率協会マネジメントセンター 2021.2

旅行
291.2-イ いわて　盛岡・花巻・三陸海岸 (ことりっぷ) 昭文社 2021.3

291.4-フ 福井 (ことりっぷ) 昭文社 2021.3

291.3-タ 高尾・陣馬 2021 (山と高原地図) 安富/芳森‖調査執筆 昭文社 2021.4

291.3-タ 丹沢 2021 (山と高原地図) 大野/久‖調査執筆 昭文社 2021.3

漢字の読み方の答え

1.かかと　2.かたずをのむ　3.のりと　4.あんばい　5.うるさい　6.かくまう


