
請求記号 書　　名 ・ 巻　　次 著    者

007-ｻ ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔでかんたん！動画作成
オンライン教材・授業動画・解説動画・プロモ動画を手軽に作って配信

澤崎／敏文∥著

017-ｶ ｃｏｒｏｎａ　ａｌｂｕｍ：
ときどき笑える学校図書館とコロナ対策

神奈川県高等学校教職員組合　教
研・図書館教育小委員会

049-ｽ ＃どれだけのミスをしたかを競うミス日本コンテスト 水餃子のカンパネラ∥編

☆ B-120-ﾔ 史上最強の哲学入門　東洋の哲人たち 飲茶∥著

☆
124-ｸ 知っていると役立つ「東洋思想」の授業

孔子、老子、韓非子から孫子、尉繚子まで
熊谷／充晃∥著

☆ 159-ﾌ 理系のための中国古典名言集 藤嶋／昭∥著

222-ｶ 万里の長城 加古／里子∥文　加古／里子∥絵
常／嘉煌∥絵

☆
280-ｶ ゼロからわかる英雄伝説　古代中国編

春秋戦国時代から三国志の英傑まで！！
かみゆ歴史編集部∥編

☆ 280-ﾋ-165 ヴェーダからウパニシャッドへ 針貝／邦生∥著

289.1-ｴ 漫画でざっくりわかる渋沢栄一
時代背景がわかる簡単コラム付き

英賀／千尋∥漫画

289.1-ﾀ 文字の読めないパイロット
識字障害の僕がドローンと出会って飛び立つまで

高梨／智樹∥著

289.3-ｷ キュリー夫人伝 エーヴ・キュリー∥著　河野／万里
子∥訳

289.3-ﾜ レイチェル・カーソン
〈沈黙の春〉で地球の叫びを伝えた科学者

ジンジャー・ワズワース∥著　上遠
／恵子∥訳

B-290-ｽ-a 無人島に生きる十六人 須川　邦彦∥著

320-ﾓ 法学を学ぶのはなぜ？
気づいたら法学部、にならないための法学入門

森田／果∥著

367.9-ﾑ ３万人の大学生が学んだ恋愛で一番大切な“性”のはなし 村瀬／幸浩∥著

383.8-ﾀ 幻のアフリカ納豆を追え！　そして現れた〈サピエンス納豆〉 高野／秀行∥著

388-ｸ 桃太郎は盗人なのか？　「桃太郎」から考える鬼の正体 倉持／よつば∥著

202１年3月の新着本
黄色…司書オススメ　　右側の★…生徒リクエスト　　☆…教員リクエスト

０：総記

１：哲学

２：歴史

３：社会科学



402-ﾌ 世界の科学者まるわかり図鑑 藤嶋／昭∥監修

431-ｼ ビジュアル大百科元素と周期表 トム・ジャクソン∥著

440-ｶ もしも月が２つあったなら ニール・Ｆ．カミンズ∥著

448-ｶ もしも月がなかったら ニール・Ｆ・カミンズ∥著

451-ｳ 地球に住めなくなる日
「気候崩壊」の避けられない真実

デイビッド・ウォレス・ウェルズ∥
著　藤井／留美∥訳

460-ﾄ グレートネイチャー
生きものの不思議大図鑑

ＤＫ社∥編　スミソニアン協会∥監
修

481-ｶ サメのアゴは飛び出し式
進化順に見る人体で表す動物図鑑

川崎／悟司∥著

489-ｸ キリン解剖記 郡司／芽久∥著

490-ｻ エンド・オブ・ライフ 佐々／涼子∥著

☆
491.7-ｺ あなたの体は９割が細菌

微生物の生態系が崩れはじめた
アランナ・コリン∥著　矢野／真千
子∥訳

493.7-ｽ 「脳コワさん」支援ガイド 鈴木／大介∥著

493.8-ﾑ パンデミック　世界に広がる恐るべき５０の感染症 ＰＥＴＥＲ　ＭＯＯＲＥ∥〔著〕

498.6-ﾉ なぜ台湾は新型コロナウイルスを防げたのか 野嶋／剛∥著

498.6-ﾌ 武漢日記　封鎖下６０日の魂の記録 方方∥著　飯塚／容∥訳　渡辺／
新一∥訳

519-ﾆ 木のストロー 西口／彩乃∥著

547-ﾀ Ｉｎｓｔａｇｒａｍ基本＋活用ワザ　最新完全版 田口／和裕∥著

547-ﾐ はじめてのレコーディング 満田／恒春∥著

572-ﾌ 第一人者が明かす光触媒のすべて
基本から最新事例まで完全図解

藤嶋／昭∥著

☆
594-ﾓ いちばんよくわかるタティングレース

基礎の編み方から応用テクニックまで
盛本／知子∥著

★
596.2-ｲ-1 簡単！お寺ご飯　〔１〕

心もカラダもきれいになる！
飯沼／康祐∥著

626-ﾀ 育ちすぎたタケノコでメンマを作ってみた。
実はよく知らない植物を育てる・採る・食べる

玉置／標本∥著

674-ﾕ ＃ライブ配信の教科書
スマホ１台でできる！企業ＰＲとファンづくりの「新常識」

ゆうこす∥著

726-ﾖ ものがたりの家　吉田誠治美術設定集 吉田／誠治∥著

６：産業

７：芸術

４：自然科学

５：技術



728-ｳ 万年筆で書ける楽しいゆる文字 宇田川／一美∥著

★
746-ｵ ｉＰｈｏｎｅで作ろうビジネス動画の教科書

見てわかる！まねして作れる　一生使えるノウハウ満載
オリカワ／シュウイチ∥著

748-ﾊ 祝！結婚した 花井／達∥著

755-ﾊ 世界のクラウンジュエル パイインターナショナル∥編著

759-ｶ 世界のスノードーム図鑑 カルロス矢吹∥〔著〕

763-ﾅ ソフトシンセ音作り大全　音楽・動画・ゲームに活用！ 内藤／朗∥著

767-ﾋﾞ An　Ode　Ver.JeongHan SEVENTEEN

778-ｽ WHO'S WHO　スター＆監督大名鑑 SCREEN １月号付録

786-ﾀ 車中泊入門　車中泊を上手に使えば生活いきいき 武内／隆∥著

786-ﾔ 山と渓谷　知ろう、歩こう！日本の山　2016年8月号

★
798-ｵ-1 読む！『パズドラ』　〔Ｖｏｌ．１〕

大塚角満の『熱血パズドラ部！』ベストセレクション
大塚／角満∥著

814-ﾅ 新敬語「マジヤバイっす」　社会言語学の視点から 中村／桃子∥著

911.1-ﾃ-1 ホスト万葉集　〔巻の１〕 手塚マキと歌舞伎町ホスト７５人ｆ
ｒｏｍ　Ｓｍａｐｐａ！Ｇｒｏｕｐ∥作

913.6-ｱ お探し物は図書室まで 青山／美智子∥著

913.6-ｱ あめつちのうた 朝倉／宏景∥著

913.6-ｱ 汚れた手をそこで拭かない 芦沢／央∥著

913.6-ｱ-1 怪盗レッド　① 秋木／真∥作　しゅー∥絵

★
913.6-ｱ-2 ループ７回目の悪役令嬢は、

元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する②
雨川／透子∥著　八美☆わん∥イ
ラスト

913.6-ｲ 犬がいた季節 伊吹／有喜∥著

913.6-ｲ 八月の銀の雪 伊与原／新∥著

913.6-ｳ ５４字の百物語
意味がわかるとゾクゾクする超短編小説

氏田／雄介∥編著　武田／侑大∥
絵

913.6-ｳ ５４字の物語　史
超短編小説で学ぶ日本の歴史

氏田／雄介∥共著　西村／創∥共
著　武田／侑大∥絵

913.6-ｳ ５４字の物語　ＺＯＯ
超短編小説で読むいきもの図鑑

氏田／雄介∥編著　今泉／忠明∥
監修　武田／侑大∥絵

913.6-ｶ オルタネート 加藤／シゲアキ∥著

913.6-ｻ インビジブル 坂上／泉∥著

913.6-ｻ 心淋し川 西條／奈加∥著

913.6-ﾂ サキの忘れ物 津村／記久子∥著

913.6-ﾂ あの日の交換日記 辻堂／ゆめ∥著

913.6-ﾃ 水を縫う 寺地／はるな∥著

８：言語

９：文学



★
913.6-ﾃ-1 悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は

民の為に尽くします。　①
天壱∥著　鈴ノ助∥イラスト

★ 913.6-ﾅ 滅びの前のシャングリラ 凪良／ゆう∥著

913.6-ﾏ ５２ヘルツのクジラたち 町田／そのこ∥著

913.6-ﾏ 累々 松井／玲奈∥著

913.6-ﾔ 自転しながら公転する 山本／文緒∥著

913.6-ﾕ-1 悪役令嬢の追放後！　①
教会改革ごはんで悠々シスター暮らし

柚原／テイル∥著

916-ｼ-1~３ 腸よ鼻よ　①～③ 島袋／全優∥著

☆
929-ﾊ-1~2 インド神話物語ラーマーヤナ

上・下
デーヴァダッタ・パトナーヤク∥
文・画

☆
929-ﾊ-1~2 インド神話物語マハーバーラタ

上・下
デーヴァダッタ・パトナーヤク∥
文・画

933-ｴ 名探偵ピカチュウ 江坂／純∥著

933-ｼ 怪盗グルーの月泥棒 澁谷／正子∥著

933-ﾊ かもめのジョナサン リチャード・バック∥〔著〕

B-913.6-ｱ パラ・スター　Ｓｉｄｅ宝良 阿部／暁子∥著

B-913.6-ｱ パラ・スター　Ｓｉｄｅ百花 阿部／暁子∥著

☆ B-913.6-ｼ 騙し絵の牙 塩田／武士∥〔著〕

B-913.6-ﾁ 神話の密室 知念／実希人∥著

☆ B-913.6-ﾅ-2 教場　② 長岡／弘樹∥著

★
B-913.6-ﾔ-10 乙女ゲームの破滅フラグしかない

悪役令嬢に転生してしまった…　⑩
山口／悟∥著

B-913.6-ﾕ ＪＲ上野駅公園口 柳／美里∥著

E-913.6-ｸ ノラネコぐんだんカレーライス 工藤／ノリコ∥著

E-913.6-ﾏ ねこはるすばん 町田／尚子∥作

F913.6-K-2 Before the coffee gets cold　Tales from the Cafe ＴｏｓｈｉｋａｚｕＫａｗａｇｕｃｈｉ 著

☆
M-726-ｱ-5 アンサングシンデレラ　⑤　 荒井／ママレ∥著　富野／浩充∥

医療原案

M-726-ｸ-1~5 ダンジョン飯　①～⑤ 九井／諒子∥著

M-726-ｺ-2 戦争は女の顔をしていない　② 小梅／けいと∥作画　スヴェト
ラーナ・アレクシエーヴィチ∥原作

Ｂ９：文学(文庫）

Ｅ：絵本

F：洋書

Ｍ：マンガ


