
請求記号 書　　名 ・ 巻　　次 著    者

☆
007-ﾓ Ｐｙｔｈｏｎ１年生

体験してわかる！会話でまなべる！
プログラミングのしくみ

森／巧尚∥著

☆
007-ﾜ ゼロから学ぶＰｙｔｈｏｎプログラミング

Ｇｏｏｇｌｅ　Ｃｏｌａｂｏｒａｔｏｒｙでらくらく導入
渡辺／宙志∥著

017-ﾎ 学校図書館をハックする
学びのハブになるための１０の方法

クリスティーナ・Ａ．ホルズワイ
ス∥〔著〕　ストーニー・エヴァン
ス∥〔著〕

B-140-ｽ オオカミ少女はいなかった
スキャンダラスな心理学

鈴木／光太郎∥著

141-ｱ あなたはこうしてウソをつく 阿部／修士∥著

209-ﾔ 一度読んだら絶対に忘れない
世界史の教科書　経済編

山崎／圭一∥著

209-ﾔ 一度読んだら絶対に忘れない
世界史の教科書

山崎／圭一∥著

289.3-ﾐ 脳波の発見
ハンス・ベルガーの夢

宮内／哲∥著

291.3-ﾖ 横浜ＬＯＶＥ〓Ｗａｌｋｅｒ

319-ｺ 大学４年間の国際政治学が１０時間でざっと学べる 小原／雅博∥著
331-ｲ 〈図解〉大学４年間の経済学が１０時間でざっと学べる 井堀／利宏∥著
336-ｲ Ｏｆｆｉｃｅ　３６５　Ｔｅａｍｓ即効活用ガイド

テレワークの切り札！
岩元／直久∥著　天野／貴之
∥監修

361-ﾃ 大学４年間の社会学が１０時間でざっと学べる 出口／剛司∥著
374-ｽ できるＧｏｏｇｌｅ　ｆｏｒ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ

コンプリートガイド導入・運用・実践編
ストリートスマート∥著　できる
シリーズ編集部∥著

374-ﾓ 必ず盛り上がる文化祭ガイド 森／俊二∥編著
375-ﾁ オンライン学習でできること、できないこと

新しい学習様式への挑戦
千葉大学教育学部附属小学校
∥著

375-ﾎ 学校アップデート　情報化に対応した整備のための手引き 堀田／龍也∥著

３：社会科学

２：歴史

1:哲学

202１年５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



375-ﾎ ＰＣ１人１台時代の間違えない学校ＩＣＴ 堀田／龍也∥編著

☆
378-ｸ １０代のためのソーシャルシンキング・ライフ

場に合った行動の選択と
その考え方

パメラ・クルーク∥著　ミシェ
ル・ガルシア・ウィナー∥著

★ 413-ﾀ 複素解析 高橋／礼司∥著
★ 413-ﾜ 高校生からわかる複素解析 涌井／良幸∥著

487-ｻ マンボウのひみつ 澤井／悦郎∥著
490-ﾀ 医療倫理超入門 マイケル・ダン∥〔著〕
491.7-ﾔ ウイルスと人間 山内／一也∥著
493.9-ﾖ ゲーム・ネットの世界から

離れられない子どもたち
子どもが社会から孤立しないために

吉川／徹∥著　齊藤／万比古
∥シリーズ監修

498.3-ｻ ずぼらヨガ　自律神経どこでもリセット！ 崎田／ミナ∥著　福永／伴子
∥監修

498.6-ｲ 次なるパンデミックを回避せよ
環境破壊と新興感染症

井田／徹治∥著

519-ｲ 追いつめられる海 井田／徹治∥著

★
537-ﾁ いきなり合格！

原付免許テキスト＆速攻問題集
赤シート対応

長／信一∥著

596.7-ｶ ティードリンクの発想と組み立て
ベースとなる茶葉、具材、シロップ、
トッピングの組み合わせから、淹れ方、演出法まで

片倉／康博∥著　田中／美奈
子∥著

597-ｼ 狭い部屋でも快適に暮らすための家具配置のルール しかま／のりこ∥著

778-ｶ いつかすべてが君の力になる 梶／裕貴∥著
778-ｶ ディズニー・コスチューム大全 ジェフ・カーティ∥著　ウォル

ト・ディズニー・アーカイブスの
スタッフ∥著

778-ｷ 一切なりゆき　樹木希林のことば 樹木／希林∥著
★ 778-ｹ ＫＥＮＴＯ　ＹＡＭＡＺＡＫＩ　山崎賢人写真集
★ 778-ｻ 健康で文化的な最低限度の生活 斉藤／壮馬∥著

778-ｼ なんとかなるさ　白井悠介１ｓｔフォトエッセイ 白井／悠介∥著
★ 778-ﾖ Ｉｎｔｅｒｖｉｅｗ 吉沢／亮∥〔著〕

786-ﾕ ゆるキャン△キャンプ道具
788-ｴ-1 名馬を読む　〔１〕 江面／弘也∥著

７：芸術

５：技術・工学

４：自然科学



788-ﾅ 競馬語辞典
競馬にまつわる言葉をイラストと
豆知識でヒヒーンと読み解く

奈落／一騎∥著　細江／純子
∥監修

789-ﾉ 中世騎士の武器術　ビジュアル版 ジェイ・エリック・ノイズ∥著　円
山／夢久∥著

798-ﾎ 星のカービィ
アート＆スタイルコレクション

★ 913.6-ｱ-1~4 陰の実力者になりたくて！①～④ 逢沢／大介∥著
★ 913.6-ｲ 鬼の橋 伊藤／遊∥作

913.6-ｳ 恋に焦がれたブルー 宇山／佳佑∥著
913.6-ｼ さよなら嘘つき人魚姫 汐見／夏衛∥著

★ 913.6-ｾ その扉をたたく音 瀬尾／まいこ∥著

★
913.6-ﾃ-2 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。②

天壱∥著　鈴ノ助∥イラスト

913.6-ﾆ 掟上今日子の鑑札票 西尾／維新∥著

★
913.6-ﾎ 僕のヒーローアカデミアＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ

－２人の英雄（ヒーロー）－
堀越／耕平∥〔原〕著　誉司／
アンリ∥〔ノベライズ〕著

★
913.6-ﾎ 僕のヒーローアカデミアＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ

ヒーローズ：ライジング
堀越／耕平∥〔原〕著　誉司／
アンリ∥〔ノベライズ〕著

★
913.6-ﾎ-4~5 僕のヒーローアカデミア雄英白書④⑤ 堀越／耕平∥〔原〕著　誉司／

アンリ∥〔ノベライズ〕著

B-913.6-ｱ-1~3 ギルドレ①～③ 朝霧／カフカ∥著

★
B-913.6-ｵ-2 弱気ＭＡＸ令嬢なのに、

辣腕婚約者様の賭けに乗ってしまった②
小田／ヒロ∥〔著〕

★ B-913.6-ｶ 紙の月 角田／光代∥著
★ B-913.6-ｶ-5 怪盗探偵山猫⑤ 神永／学∥〔著〕

B-913.6-ｸ 僕といた夏を、君が忘れないように。 国仲／シンジ∥〔著〕
B-913.6-ｹ-1 チート薬師のスローライフ① ケンノジ∥著
B-913.6-ｼ 恋に至る病 斜線堂／有紀∥〔著〕

★ B-913.6-ｼ-1 後宮の烏① 白川／紺子∥著
★ B-913.6-ﾋ-2 薬屋のひとりごと② 日向／夏∥〔著〕

★
B-913.6-ﾌ 一瞬を生きる君を、

僕は永遠に忘れない。
冬野／夜空∥著

B-913.6-ﾑ 西由比ケ浜駅の神様 村瀬／健∥〔著〕
★ B-913.6-ﾖ-1 三国志　１　桃園の巻 吉川／英治∥著

B913.6：日本人が書いた小説（文庫）

913.6：日本人が書いた小説



☆
911.1-ｵ 新・百人一首

近現代短歌ベスト１００
岡井／隆∥選　馬場／あき子
∥選　穂村／弘∥選

☆ 911.1-ｺ 現代の歌人１４０ 小高／賢∥編著
☆ 911.1-ｺ 現代短歌の鑑賞１０１ 小高／賢∥編著
☆ 911.1-ﾅ 現代秀歌 永田／和宏∥著
☆ 911.3-ｶ 現代の俳人１０１ 金子／兜太∥編
☆ 911.3-ﾊ 現代俳句の鑑賞１０１ 長谷川／櫂∥編著

921-ｶ 漢詩のレッスン 川合／康三∥著
★ 923-ﾜ 白蛇伝 渡辺／仙州∥編著

933-ﾌ あの本は読まれているか ラーラ・プレスコット∥著
B-953-ﾙ その女アレックス ピエール・ルメートル∥著

E-913.6-ﾊ めっきらもっきら
どおんどん

長谷川／摂子∥作　ふりや／
なな∥画

G-366-ｻ 大人は知らない
今ない仕事図鑑１００

澤井／智毅∥監修

G-366-ｼ 天職攻略大図鑑
王様からの求人票

ＪＵＮＺＯ∥著

G-366-ﾀ ２１世紀の新しい職業図鑑
未来の職業ガイド

武井／一巳∥著

M-726-ｶ-9~10 健康で文化的な最低限度の生活⑨⑩ 柏木／ハルコ∥著
M-726-ﾔ-1~42 ＤＡＹＳ①～㊷ 安田／剛士∥著

M：マンガ

G：進路

E:絵本

９：文学


