
全　日 定　時

1

2

総記 イラストで学ぶ認知科学 北原義典著 講談社

心理学 自制心の足りないあなたへ　セルフコントロールの心理学 尾崎由佳著 ちとせプレス

人生訓 ミライの武器　「夢中になれる」を見つける授業 吉藤オリィ著 サンクチュアリ出版

「勘違い」だらけの日本文化史 八條忠基著 淡交社

図説鎌倉幕府 田中大喜編著 戎光祥出版

１０代に語る平成史 後藤謙次著 岩波書店

４コマで日本史　日本をみなおす５０の視点 小越建典著　中里裕司監修 山川出版社

韓国史 これならわかる韓国・朝鮮の歴史Ｑ＆Ａ 三橋広夫著 大月書店

英国史 図説英国貴族の令嬢 村上リコ著 河出書房新社

スペイン史 情熱でたどるスペイン史 池上俊一著 岩波書店

歴飯ヒストリア 加来耕三監修　北神諒漫画 つちや書店

１３歳からのレイチェル・カーソン 上遠恵子監修 かもがわ出版

世界なんでもランキング　地球の歩き方的！ 地球の歩き方編集室著 地球の歩き方

ワイドアトラス世界地図帳 平凡社編 平凡社

４７都道府県ニッポン学び旅２００ 梅澤真一監修 朝日新聞出版

城崎・天橋立　’２２　竹田城跡 昭文社

高尾山ハイキング案内　高尾山・小仏城山・景信山・陣馬山・八王子城山・南高尾山稜を歩く 山と溪谷社

ワイドアトラス日本地図帳 平凡社編 平凡社

大阪　’２２ 昭文社

桃太郎電鉄でわかる都道府県大図鑑 村瀬哲史監修 宝島社

人権 １４歳から考えたいレイシズム アリ・ラッタンシ著 すばる舎

国際経済 数字でわかる！こどもＳＤＧｓ　地球がいまどんな状態かわかる本 秋山宏次郎監修 カンゼン

統計 絵で見る統計　世界の国ぐに ミレイア・トリウス文　あすなろ書房

社会学 テレビを見るだけで雑談力が爆上がりする魔法のスキル 金森匠著 徳間書店

環境専門家になるには 小熊みどり著 ぺりかん社

弁理士になるには 藤井久子著 ぺりかん社

社会福祉士・精神保健福祉士になるには 田中英樹編著 ぺりかん社

アプリケーションエンジニアになるには 小杉眞紀（ほか）著 ぺりかん社

思春期 思春期女子のからだと心Ｑ＆Ａ 八田真理子著 労働教育センター

世界はチャレンジにあふれている　高齢者ケアをめぐるヨーロッ
パ＆中国紀行

山崎摩耶著 日本医療企画

子育て罰　「親子に冷たい日本」を変えるには 末冨芳著　桜井啓太著 光文社

７人に１人の子どもが貧困　主体的な１８歳を社会に送り出すた
めの学校コーディネート５つの提言

アスクネット編著 明治図書出版

保健室から見える親が知らない子どもたち　 桑原朱美著 青春出版社

進路 何を準備すればいいかわからない人のための総合型選抜・学校推薦型選抜〈ＡＯ入試・推薦入試〉のオキテ５５鈴木鋭智著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

でこぼこした発達の子どもたち キャロル・ストック・クラノウィッツ著 金子書房

発達障害・知的障害のための合理的配慮ハンドブック 土橋圭子編　渡辺慶一郎編 有斐閣

気象 楽しい雪の結晶観察図鑑 武田康男文・写真 緑書房

日本史

福祉

人物伝

地理

職業

教育

発達障害

　お知らせ

夏休み前に借りた本は、大至急返却をお願いします。

進路に必要な本の相談はお早めに！　学校にない本は新しく学校に入れることもできます。

　新着図書案内　　（6月26日～8月20日）

通　常　開　館　時　間

やまねこ情報便
（月）～（金）

8：45～16：30

（月）

17：00～20：00
（水）（金）

18：00～21：00　津久井高校図書館通信　　2021年9月発行



生物 野外観察のための日本産両生類図鑑　 関慎太郎著　松井正文監修 緑書房

ずかんヒトの細胞　見ながら学習調べてなっとく 牛木辰男著 技術評論社

赤ちゃんのふしぎ科学ずかん 高橋孝雄監修　 あすなろ書房

依存症がわかる本　防ぐ、回復を促すためにできること　イラスト版 松本俊彦監修 講談社

ゲーム・ネットの世界から離れられない子どもたち 吉川徹著　 合同出版

栄養 くらしに役立つ栄養学　かしこく摂って健康になる 新出真理監修 ナツメ社

技術 不便益のススメ　新しいデザインを求めて 川上浩司著 岩波書店

やさしい石けんのつくりかた　ＮＡＴＵＲＡＬ　ＳＯＡＰ 浅野さおり著 文藝春秋

石けんのレシピ絵本 前田京子著 主婦と生活社

手芸 ハギレ活用ＢＯＯＫ　かわいいポーチと布小物 日本ヴォーグ社
レーズン酵母で作るプチパンとお菓子　 池田愛実著 文化学園文化出版局
世界のおやつ　おうちで作れるレシピ１００ 鈴木文著 パイインターナショナル

食糧 図解でわかる１４歳から知る食べ物と人類の１万年史 インフォビジュアル研究所著 太田出版
マンガでわかる楽しい草取り 西尾剛著 誠文堂新光社
野菜の花写真館 植松國雄著 敬文舎
カラー図鑑野菜の秘密　利用法・効能・歴史・伝承 ジル・デイヴィーズ著　ダリア・マオリ栄養学監修　板倉弘重監訳　杉田七重訳西村書店

産業 Ｊａｐａｎ　Ｂｒａｎｄ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ神奈川版　２０２１　 サイバーメディア
消しゴムはんこ。はじめまして。 津久井智子著 大和書房
「広告チラシ」で楽しいおりがみ　長方形だから面白い！ 佐藤芳夫著 ＰＨＰ研究所
飾れる！遊べる！わりばしクラフト＆おもちゃ　 滝口明治著 ＰＨＰ研究所
２択でわかる配色基礎トレーニング 内田広由紀著 視覚デザイン研究所

音楽史 ものがたり西洋音楽史 近藤譲著 岩波書店
きほんのスポーツ栄養食　１０代アスリートのパフォーマンスを最高にする 大前恵著 ポプラ社
観るまえに読む大修館スポーツルール　２０２１ 大修館書店編集部編集 大修館書店
マンガで学ぶスポーツ倫理　 林芳紀著　伊吹友秀著　ＫＥＩＴＯマンガ化学同人
バレーボール 高橋宏文著 ベースボール・マガジン社

言語活動
そのまま使えるオンラインの“場づくり”アイデア帳　会社でも
学校でもアレンジ自在な３０パターン

ワークショップ探検部著 翔泳社

面白いほど記憶に残る迷わない漢字 話題の達人倶楽部編 青春出版社
ポジティブことば選び辞典 学研プラス
超ライティング大全　「バズる記事」にはこの１冊さえあればいい 東香名子著 プレジデント社
小論文これだけ！　経済・経営超基礎編　 樋口裕一著 東洋経済新報社
くらべてわかる英単語図鑑 牧野高吉著　 主婦の友インフォス
わんわんの芋づる式図解英単語　「暗記が苦手」の悩みを解決！ わんわん著 ソーテック社
うん古典　うんこで読み解く日本の歴史 大塚ひかり著 新潮社
百人一首解剖図鑑　王朝文化がマルわかり 谷知子著 エクスナレッジ

短歌 基礎からわかるはじめての短歌上達のポイント 高田ほのか監修 メイツユニバーサルコンテンツ

新謎解きはディナーのあとで 東川篤哉著 小学館
転生したらスライムだった件　１７ 伏瀬著 マイクロマガジン社
転生したらスライムだった件　１８ 伏瀬著　 マイクロマガジン社
クルエラ エリザベス・ルドニック著 小学館
縁結びのしあわせ骨董カフェ 蒼井紬希著 スターツ出版
水野瀬高校放送部の四つの声 青谷真未著 早川書房
わたしの幸せな結婚　５ 顎木あくみ〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
ベノム　求愛性少女症候群 かいりきベア原作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
小説ＢＡＴＴＬＥ　ＯＦ　ＴＯＫＹＯ　ｖｏｌ．２ 月島総記〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
ノンファンタジー ＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓ原案 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
ヒロイン育成計画 ＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓ原案 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
満月の夜に君を見つける 冬野夜空著 スターツ出版
ロボット・イン・ザ・ガーデン デボラ・インストール著 小学館
健康で文化的な最低限度の生活　１０ 柏木ハルコ著 小学館
終わりのセラフ Seraph of the end　20 22～24 鏡貴也 原作　山本ヤマト 漫画 集英社

小説

文庫

マンガ

スポーツ

ことば

文章

英語

古典

医学

石鹸

料理

園芸

美術

本の世界に飛び込もう！

おうち時間、お料理作ってみたり、ファンタジーの世界に浸って

みたりしてみませんか？

図書館では、いろいろな分野の本を用意して皆さんの利用をお待

ちしています☆彡


