
No.100 2021年10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

031-オ しらべるちがいのずかん おかべ/たかし‖文　やまで/たかし‖写真
東京書籍 2021.9

033-ビ モノのできかた図鑑輪切り図鑑クロスセクション
スティーブン・ビースティー‖画　リチャード・プラット‖文 あすなろ書房 2021.9

070-モ 自壊するメディア (講談社+α新書)　望月/衣塑子,五百旗頭/幸男‖[著]　講談社 2021.8

143-ヨ よくわかる発達心理学　完全カラー図解 ナツメ社 2021.10

159-ツ やりたいことが見つからない君へ (小学館YouthBooks)

坪田/信貴‖著 小学館 2021.10

164-オ おそまつなギリシャ神話事件簿 すばる舎 2021.9

209-カ 流れが見えてくる世界史図鑑　イラストでサクッと理解

かみゆ歴史編集部‖編著 ナツメ社 2021.10

210-カ 教科書に載せたい日本史、載らない日本史　新たな通説、知られざる偉人、不都合な歴史 (扶桑社新書)

河合/敦‖著 扶桑社 2021.9

210.1-サ 最新研究でここまでわかった日本の戦争史通説のウソ
日本史の謎検証委員会‖編 彩図社 2021.9

235-ナ フランスの歴史を知るための50章 (エリア・スタディーズ ヒストリー)

中野/隆生,加藤/玄‖編著 明石書店 2020.5

239.3-シ ユーゴスラヴィア現代史 (岩波新書 新赤版)　柴/宜弘‖著 岩波書店 2021.8

288-ミ 名字の歴史　古代から現代まで、日本人の名字の由来をたどる (TJ MOOK)　宝島社 2021.10

291-ニ 日本あっちこっち　「データ+地図」で読み解く地域のすがた
加藤/一誠‖〔ほか〕監修・執筆清水書院 2021.8

291-プ プロフェッショナルが選んだ日本の絶景100　旅の達人セレクション (旅の手帖MOOK)

交通新聞社 2021.10

302.1-ホ 「日本」ってどんな国?　国際比較データで社会が見えてくる (ちくまプリマー新書)

本田/由紀‖著 筑摩書房 2021.10

302.2587-ゲ 現代ネパールを知るための60章 (エリア・スタディーズ)

日本ネパール協会‖編 明石書店 2020.5

302.53-ゲ 現代アメリカ社会を知るための63章　2020年代 (エリア・スタディーズ)

大類/久恵‖〔ほか〕編著 明石書店 2021.9

図書館だより
引き続き、管理棟4階の廊下に廃棄雑誌を ブックトラックに乗せ
て出しています。欲しい方はもらってください。

お知らせ

☆10月２２日(金)、11月２日(水）は

都合により、12：００で閉館します。

☆11月19日(金）は輝城祭文化の部

の日なので、片づけが終わるまで

開館しません。



本のタイトル 著者名 出版社 出版年

307-ゲ-2021 現代社会ライブラリーへようこそ!　2021-22 清水書院 2021.8

307-ヨ 用語集政治・経済 新訂第8版 清水書院 2021.9

310-ニ-2021 ニュース解説室へようこそ!　2021-22 清水書院 2021.8

312-ブ 女たちのポリティクス　台頭する世界の女性政治家たち (幻冬舎新書)

ブレイディみかこ‖著 幻冬舎 2021.5

316-シ 従順さのどこがいけないのか (ちくまプリマー新書)　将基面/貴巳‖著　筑摩書房 2021.9

316-シ 新・21世紀の人権　知っているようで知らない差別と人権の話
神奈川人権センター‖編集 神奈川人権センター 2021.8

317-フ 事件でなければ動けません　困った警察官のトリセツ (幻冬舎新書)

古野/まほろ‖著 幻冬舎 2021.9

333-ウ WE HAVE A DREAM　201カ国202人の夢×SDGs

WORLD DREAM PROJECT‖編 いろは出版 2021.6

334-シ 外国にルーツを持つ女性たち　彼女たちの「こころの声」を聴こう!

嶋田/和子‖著 ココ出版 2020.12

335-シ ファッションの仕事で世界を変える　エシカル・ビジネスによる社会貢献 (ちくまプリマー新書)

白木/夏子‖著 筑摩書房 2021.9

361-ミ 見た目が気になる「からだ」の悩みを解きほぐす26のヒント (14歳の世渡り術)

河出書房新社‖編 河出書房新社 2021.8

367-シ こどもジェンダー　　　　　　　　　　　シオリーヌ‖著,村田/エリー‖絵 ワニブックス 2021.5

369-サ 図解身近にあふれる「自然災害」が3時間でわかる本　思わずだれかに話したくなる
左巻/健男‖編著 明日香出版社 2021.9

369-サ-2021 3.11を心に刻んで　2021 (岩波ブックレット)　岩波書店編集部‖編 岩波書店 2021.3

369-セ 子どもの権利ってなあに? (エルくらぶ)
アラン・セール‖文　オレリア・フロンティ‖絵 解放出版社 2020.12

369-タ トットちゃんと訪ねた子どもたち　撮り続けて三十五年　フォトエッセイ (岩波ブックレット)

田沼/武能‖著 岩波書店 2021.10

371-コ Q&Aでわかる外国につながる子どもの就学支援　「できること」から始める実践ガイド
小島/祥美‖編著 明石書店 2021.3

373-ナ 学校の役割ってなんだろう (ちくまプリマー新書)　中澤/渉‖著 筑摩書房 2021.9

374-ハ 「いろんな人がいる」が当たり前の教室に　原田/真知子‖著 高文研 2021.3

376-オ ないないづくしの里山学校 泥んこ、危険も生きる力に 森に学ぶ、木更津社会館保育園と土曜学校の
子どもたち 岡本/央‖著 家の光協会 2019.8

376-ブ-2 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー　The Real British Secondary School Days　2

ブレイディみかこ‖著 新潮社 2021.9

387-カ 「科学」で読み解く迷信・言い伝え　　　　歴史ミステリー研究会‖編 彩図社 2021.10

388-キ 世界のふしぎなことわざ図鑑320のことわざで世界が見渡せる　北村/孝一‖著　伊藤/ハムスター‖イラスト
　　ことわざ学会‖協力 KADOKAWA 2021.8

410-オ 論理パズル100　世界の名作から現代の良問まで (ブルーバックス)

小野田/博一‖著 講談社 2021.6

410-ハ マンガ一晩でわかる中学数学　実社会で役立つ数学力を身につける (ブルーバックス)

端野/洋子‖著 講談社 2021.9

414-ホ 四角形の七不思議　いちばん身近な図形の深遠な世界 (ブルーバックス)

細矢/治夫‖著 講談社 2021.5

414-ヤ 円周率πの世界　数学を進化させた「魅惑の数」のすべて (ブルーバックス)

柳谷/晃‖著 講談社 2021.6

420-ク 超ウケる「物理と化学」　イラスト図解 (青春新書 PLAY BOOKS)

久我/勝利‖著 青春出版社 2021.9

421-ジ 時間大図鑑 (Newton大図鑑シリーズ) ニュートンプレス 2021.8

450-ニ トコトンやさしい地球学の本 (B&Tブックス 今日からモノ知りシリーズ)

西川/有司‖著 日刊工業新聞社 2021.8

450-チ 地球46億年の秘密がわかる本 最新版 地球科学研究倶楽部‖編 ワン・パブリッシング 2021.10

451-テ 天気と気象大図鑑 (Newton大図鑑シリーズ) ニュートンプレス 2021.7

451-フ 図解・天気予報入門　ゲリラ豪雨や巨大台風をどう予測するのか (ブルーバックス)

古川/武彦,大木/勇人‖著 講談社 2021.9

452-ウ 海について知っておくべき100のこと (インフォグラフィックスで学ぶ楽しいサイエンス)

ジェローム・マーティン‖[ほか]文　ドミニク・ビロン‖[ほか]イラスト 小学館 2021.8

457-コ 古生物大図鑑 (Newton大図鑑シリーズ) ニュートンプレス 2021.9

462-タ 棚田の生き物図鑑丹沢山ろく名古木　自然塾丹沢ドン会‖企画・編集　夢工房 2021.9



本のタイトル 著者名 出版社 出版年

470-ニ-1 日本の野生植物　1　フィールド版　ソテツ科〜コミカンソウ科 改訂新版
大橋/広好‖〔ほか〕編 平凡社 2021.6

470-ニ-2 日本の野生植物　2　フィールド版　ミゾハコベ科〜スイカズラ科 改訂新版
大橋/広好‖〔ほか〕編 平凡社 2021.6

480-ヤ どっちがどっちまぎらわしい生きものたち
梁井/貴史‖著　金子/貴富‖イラスト さくら舎 2021.8

483-ツ カイメンすてきなスカスカ (岩波科学ライブラリー 生きもの)

椿/玲未‖著 岩波書店 2021.8

484-オ イカ・タコは海の魔術師(マジシャン)である!　水中映像の第一人者が撮ったイカ・タコの捕食、闘争、恋愛、
産卵など 尾崎/幸司‖著 つり人社 2021.10

487-タ 日本の淡水魚図鑑　魚の生息環境と見分けるポイントがわかるフィールドガイド

田口/哲‖著 誠文堂新光社 2021.9

493-マ 世界一やさしい依存症入門　やめられないのは誰かのせい? (14歳の世渡り術)

松本/俊彦‖著 河出書房新社 2021.8

493-ム はじめての精神医学 (ちくまプリマー新書)　村井/俊哉‖著 筑摩書房 2021.10

519-タ 地球温暖化　電気の話と、私たちにできること (扶桑社新書)

田中/優‖著 扶桑社 2021.9

520-セ 世界のすごい巨像巨仏・巨神・巨人。一度は訪れたい愛すべき巨大造形を解説 (地球の歩き方BOOKS

旅の図鑑シリーズ)                           地球の歩き方編集室‖編集 地球の歩き方 2021.8

520-セ 世界のすごい城と宮殿333　一度は訪れたい魅力的な建築・史跡を旅の雑学とともに解説  (地球の歩き方
BOOKS 旅の図鑑シリーズ)              地球の歩き方編集室‖編集 地球の歩き方 2021.8

523-ビ ヨーロッパの古城 (輪切り図鑑クロスセクション)
スティーブン・ビースティー‖画　リチャード・プラット‖文 あすなろ書房 2020.12

537-ヒ トコトンやさしい電気自動車の本 第3版 (B&Tブックス 今日からモノ知りシリーズ)

廣田/幸嗣‖著 日刊工業新聞社 2021.8

556-ビ 帆船軍艦 (輪切り図鑑クロスセクション)
スティーブン・ビースティー‖画　リチャード・プラット‖文 あすなろ書房 2021.3

596-オ 世界の台所探検　料理から暮らしと社会がみえる　岡根谷/実里‖著　青幻舎 2020.12

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

707-ヨ ヴィジュアルを読みとく技術　グラフからアートまでを言語化する (ちくま新書)

吉岡/友治‖著 筑摩書房 2021.10

709-ト 世界遺産絶景ベストセレクション (TJ MOOK)　富井/義夫‖撮影 宝島社 2021.10

721-オ もっと知りたい尾形光琳　生涯と作品 改訂版 (アート・ビギナーズ・コレクション)

仲町/啓子‖著 東京美術 2021.8

723-モ もっと知りたいモディリアーニ　生涯と作品 (アート・ビギナーズ・コレクション)

島本/英明‖著 東京美術 2021.2

725-デ デッサン「パーフェクトレッスン」　基礎から応用までマスター (コツがわかる本)

メイツユニバーサルコンテンツ 2020.12

727-コ 世界ピクト図鑑サインデザイナーが集めた世界のピクトグラム
児山/啓一‖著 ビー・エヌ・エヌ 2021.8

769-ミ 魅せる日本舞踊　美しい所作と表現を磨く (コツがわかる本)　メイツユニバーサルコンテンツ 2020.12

774-カ 教養として学んでおきたい歌舞伎 (マイナビ新書)　葛西/聖司‖著 マイナビ出版 2021.8

775-イ 井上芳雄のミュージカル案内 (SB新書)　井上/芳雄‖著 SBクリエイティブ 2021.10

782-キ 記録が伸びる!陸上競技跳躍　走り幅跳び・三段跳び・走り高跳び・棒高跳び 新版 (コツがわかる本)

メイツユニバーサルコンテンツ 2020.12

782-キ 記録が伸びる!陸上競技投てき　砲丸投げ・やり投げ・円盤投げ・ハンマー投げ 新版 (コツがわかる本)

メイツユニバーサルコンテンツ 2020.12

783-サ バドミントン (ライバルに差をつけろ!自主練習シリーズ)

齋藤/亘‖著　　　　　　ベースボール・マガジン社 2021.7

785-マ マリンスポーツのための海の気象がわかる本　知っておきたい55の知識 (コツがわかる本)

メイツユニバーサルコンテンツ 2020.7

810-コ 国語をめぐる冒険 (岩波ジュニア新書) 渡部/泰明‖〔ほか〕著 岩波書店 2021.8

814-オ 推しことば類語辞典　巧みな単語で「好き」を拡散!

じじぃ‖マンガ・イラスト 笠倉出版社 2021.9

913.3-イ 伊勢物語 (Koten Comics マンガでさきどり古典)　後藤/長男‖マンガ　くもん出版 2021.9

913.6-エ 異世界料理道　VOLUME1～12 (HJ NOVELS)　EDA‖著 ホビージャパン          2015～2017

916-カ ルワンダでタイ料理屋をひらく 唐渡/千紗‖著 左右社 2021.3

917-ノ ニューノーマル妄想国語辞典 野澤/幸司‖著 扶桑社 2021.8



本のタイトル 著者名 出版社 出版年

文庫本
049-ミ みんなが誤解している雑学 常識のウソ研究会‖編 彩図社 2021.10

288-ミ 名字の秘密　日本の歴史や文化が見えてくる　名字の秘密研究会‖編　彩図社 2021.10

410-ノ まるさんかく論理学　数学的センスをみがく (中公文庫)　野崎/昭弘‖著　中央公論新社 2021.6

450-タ 地球環境46億年の大変動史 (DOJIN文庫)　田近/英一‖著 化学同人 2021.9

481-ハ 働かないアリに意義がある (ヤマケイ文庫)　長谷川/英祐‖著 山と溪谷社 2021.9

913.6-ア-1 幻想古書店で珈琲を　[1] (ハルキ文庫) 蒼月/海里‖著 角川春樹事務所 2015.9

913.6-ア-2 幻想古書店で珈琲を　[2]　青薔薇の庭園へ (ハルキ文庫)

蒼月/海里‖著 角川春樹事務所 2016.3

913.6-ア-3 幻想古書店で珈琲を　[3]　賢者たちの秘密 (ハルキ文庫)

蒼月/海里‖著 角川春樹事務所 2016.9

913.6-ア-4 幻想古書店で珈琲を　[4]　心の小部屋の鍵 (ハルキ文庫)

蒼月/海里‖著 角川春樹事務所 2017.3

913.6-ア-6 幻想古書店で珈琲を　[6]　それぞれの逡巡 (ハルキ文庫)

蒼月/海里‖著 角川春樹事務所 2018.3

913.6-ア-7 幻想古書店で珈琲を　[7]　あなたの物語 (ハルキ文庫)

蒼月/海里‖著 角川春樹事務所 2018.9

913.6-ア 幻想古書店で珈琲を　番外編　賢者からの贈り物 (ハルキ文庫)

蒼月/海里‖著 角川春樹事務所 2019.3

913.6-イ-3 下町ロケット　3　ゴースト (小学館文庫) 池井戸/潤‖著 小学館 2021.9

913.6-イ-4 下町ロケット　4　ヤタガラス (小学館文庫)　池井戸/潤‖著 小学館 2021.9

913.6-ウ 七つの魔剣が支配する　7、8 (電撃文庫)　宇野/朴人‖[著] KADOKAWA 2021.6、9

913.6-フ-17 俺の妹がこんなに可愛いわけがない　17　加奈子if (電撃文庫)

伏見/つかさ‖[著] KADOKAWA 2021.9

913.6-ユ-17 俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる　17 (GA文庫)　裕時/悠示‖著　SBクリエイティブ 2021.9

913.6-ラ-16 俺を好きなのはお前だけかよ　16 (電撃文庫)　駱駝‖[著] KADOKAWA 2021.7

913.6-ワ-1 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。結　1　Yui's story (ガガガ文庫)

渡/航‖[著] 小学館 2021.9

まんが
M-ウ-16 3月のライオン　16 (YOUNG ANIMAL COMICS)

羽海野/チカ‖著　先崎/学‖将棋監修 白泉社 2021.10

M-ク-3 ウマ娘シンデレラグレイ　3 (ヤングジャンプコミックス)　久住太陽‖漫画　集英社 2021.5

M-コ-40 宇宙兄弟　40 (モーニングKC) 小山/宙哉‖著 講談社 2021.9

M-ノ-27 ゴールデンカムイ　27 (ヤングジャンプコミックス)　野田/サトル‖著 集英社 2021.9

M-ミ-27 夏目友人帳　27 (花とゆめCOMICS LaLa)　緑川/ゆき‖著 白泉社 2021.9

進路
366-ウ 理容師・美容師の一日 (暮らしを支える仕事見る知るシリーズ　10代の君の「知りたい」に答えます)

WILLこども知育研究所‖編著保育社 2021.6

366-ナ-29 小学校教諭になるには (なるにはBOOKS)　森川/輝紀,山田/恵吾‖編著　ぺりかん社 2021.3

376-ナ 農学部　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)
佐藤/成美‖著 ぺりかん社 2021.8

608-ズ 最新映画産業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) 中村/恵二,佐々木/亜希子‖著　秀和システム 2021.9

旅行
291.3-セ 横浜・鎌倉半日さんぽ　ひとりが楽しい!近場でうれしい!おすすめ!

清野/博‖著 昭文社 2021.9

596-チ 地球の歩き方aruco　東京の手みやげ　地球の歩き方編集室‖編集　地球の歩き方 2021.10

596-チ 地球の歩き方aruco　東京おやつさんぽ 地球の歩き方編集室‖編集　地球の歩き方 2021.10


