
請求記号 書名 著者名 出版者 一言メモ

002.7-J
１３歳からの「手帳活用術」  新装版

学力向上習慣が身につく本  実力&成績アップに役立つ６０のヒント
小澤淳監修

メイツユニバーサルコ

ンテンツ

007.3-M AIの時代を生きる　未来をデザインする創造力と共感力　岩波ジュニア新書 美馬のゆり 岩波書店

019.9-S 齋藤孝の冒頭文de文学案内　１分で蓄える知識&読みどころ 斎藤孝 柏書房

130.2-T 哲学科学を生んだ　哲学の考え方がわかる　 Newtonライト3.0 ニュートンプレス

140-B 文系のためのめっちゃやさしい心理学　東京大学の先生伝授 下山晴彦監修 ニュートンプレス

141.21-T なるほど「色」の心理学　心理学×物理学×色彩学の研究でわかった! 都外川八恵 総合法令出版

159.7-M 悩んでなんぼの青春よ　頭がいいとはどういうこと？　ちくまQブックス 森毅 筑摩書房

159-S いいことから始めよう　スヌーピーと仲間たちからの生きるヒント　朝日文庫
エイブラハム・J.ツワルス

キー　小関康之訳
朝日新聞出版

164-Z 図解眠れなくなるほど面白い世界の神々 鈴木悠介監修 日本文芸社

193-T 読める、わかる、聖書のストーリー 竹ケ原政輝 キリスト新聞社

198.38-S きれい事じゃないんだ、聖書の言葉は　ある牧師の聖書と人生をめぐる格闘記 関野和寛 バジリコ ロック牧師

209.7-S ６０年前と現在の世界地図　くらべて楽しむ地図帳 関眞興編著 山川出版社

209-T 東大名誉教授がおしえる!　建築でつかむ世界史図鑑 本村凌二監修 二見書房

232.4-H 古代ローマ人の危機管理 堀賀貴編 九州大学出版会

235.06-B 女性たちのフランス革命
クリスティーヌ・ル・ボゼック

藤原翔太訳
慶應義塾大学出版会

291.093-U 戦国武将を癒やした温泉　名湯・隠し湯で歴史ロマンにつかる 上永哲矢 天夢人

291.36-T 東京の教科書　大人のための地元再発見シリーズ JTBパブリッシング

291.92-S 佐賀のトリセツ　地図で読み解く初耳秘話 昭文社 他6県あり

292.24-R 日本通の友達と台湾華語で知る大好きな台湾文化
『ライブ互動日本語』

編集部
三修社

292-C 地図でスッと頭に入るアジア　２５の国と地域 井田仁康監修 昭文社

302.37-N バチカン大使日記　小学館新書 中村芳夫 小学館

316.1-S 平等ってなんだろう?あなたと考えたい身近な社会の不平等　中学生の質問箱 齋藤純一 平凡社

319.8-E SDGsで見る現代の戦争　知って調べて考える 伊勢崎賢治監修 学研プラス

361.4-I 「人それぞれ」がさみしい　「やさしく・冷たい」人間関係を考える　ちくまプリマー新書 石田光規 筑摩書房

366.29-N-補27 アニメ業界で働く　なるにはBOOKS  補巻２７ 小杉眞紀ほか ぺりかん社 他3巻あり

367.3-T なぜ親はうるさいのか　子と親は分かりあえる？　ちくまQブックス 田房永子 筑摩書房

369.4-S 支える、支えられる、支え合う　岩波ジュニアスタートブックス ジュニスタ サヘル・ローズ編著 岩波書店

369-M ヤングケアラー　介護する子どもたち 毎日新聞取材班 毎日新聞出版

377.6-K 留学生たちの母国とニッポン　７０か国・地域からの８０人にインタビュー 久保田登輝子 工作舎

378.28-K
気持ちが伝わるはじめての手話

手の動きがすぐにマネできる「ミラー撮影」採用  新しい生活様式対応
谷千春監修 主婦の友社

378-C わたしはASD女子　自閉スペクトラム症のみんなが輝くために シエナ・カステロン さくら舎

383.8-K 世界一くさい食べもの　なぜ食べられないような食べものがあるのか?　ちくまQブックス 小泉武夫 筑摩書房

383.81-E 和菓子のひみつ　楽しみ方・味わい方がわかる本  ニッポンの菓子文化超入門 「江戸楽」編集部
メイツユニバーサルコ

ンテンツ

385.97-K 基本のラッピング　丁寧な写真付き解説でわかりやすい つつみ屋工房監修 成美堂出版

404-I
清少納言がみていた宇宙と、わたしたちのみている宇宙は同じなのか?

新しい博物学への招待
池内了 青土社

407-U
ビーカーくんがゆく！
工場・博物館・実験施設そのこだわりにはワケがある！ 実験器具たちのふるさと探訪

うえたに夫婦 誠文堂新光社

420.4-T 世界でいちばん素敵な物理の教室 東京大学CAST文 三才ブックス

425-S 最強に面白い！！光　ニュートン式超図解 ニュートンプレス

440-N
JAXAの先生！宇宙のきほんを教えてください！
あなたの常識は、宇宙の非常識である。   ポプラ新書

中谷一郎 ポプラ社

460-S
図鑑を見ても名前がわからないのはなぜか?
生きものの“同定”でつまずく理由を考えてみる

須黒達巳 ベレ出版

春休みに読もう！　～12～2月新着図書の一部を紹介～
図書室で探すときは「請求記号」＝背表紙ラベルの情報　をヒントにしましょう

春休み貸出は
3/4～3/15
貸出冊数無制限！
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488.1-N 日本野鳥の会のとっておきの野鳥の授業 日本野鳥の会編 山と溪谷社

491.3-N なぜからはじまる体の科学　脳と体 こころって何? 加藤総夫解説・監修 保育社

498.54-W 食べるなら、どっち!?  令和版　不安食品見極めガイド  リニューアル! 渡辺雄二 サンクチュアリ出版

498.6-S 保健所の「コロナ戦記」TOKYO２０２０-２０２１　光文社新書 関なおみ 光文社

501.83-Y だれでもデザイン　未来をつくる教室 山中俊治 朝日出版社

519-I 2050年の地球を予測する　科学でわかる環境の未来　ちくまプリマー新書 伊勢武史 筑摩書房

538.9-O 宇宙兄弟リアルKCDX 岡田茂取材・文 JAXA協力 講談社 展示中

576.7-K 化粧品成分事典　効果的な「組み合わせ」がわかる 久光一誠監修 池田書店

594.2-M ムーミンとゆかいな仲間たち　ワンポイント刺しゅう図案２３点のサンプラー刺しゅうと作品集 主婦と生活社

596.04-M その下ごしらえ、ホントに必要？　段取り少なく美味しくできる、家庭料理の新常識レシピ
松本仲子教える人

野田真外教わった人
幻冬舎 先生に人気

596.2-S おうち韓食(ハンシク)　はじめてなのに現地味 重信初江 主婦の友社

596.6-Y 12か月の小さくてかわいいスイーツの贈り物　From「みのすけ通信お菓子教室」 柳谷みのり グラフィック社

610.1-L サステナブル・フード　革命食の未来を変えるイノベーション
アマンダ・リトル

加藤万里子訳
インターシフト

720.4-H 妄想美術館　SB新書 原田マハ,ヤマザキマリ SBクリエイティブ

723.3-S ３６６日絵画でめぐるファッション史 海野弘解説・監修
パイインターナショナ

ル

726.1-S ピーナッツ大図鑑　スヌーピーとチャーリー・ブラウンと仲間たちのすべて
サイモン・ビークロフト

谷川俊太郎,望月索訳
河出書房新社

727.8-Y もじモジ探偵団　まちで見かける文字デザインの秘密 雪朱里 グラフィック社

762.34-B ベートーヴェンのトリセツ　指揮者が読み解く天才のスゴさ 曽我大介 音楽之友社

775.4-N タカラヅカの解剖図鑑　詳説世界史 中本千晶文 川村宏監修 エクスナレッジ

780.7-C 筋トレの科学 オースティン・カレント 西東社

798-K 勝つ!百人一首「競技かるた」完全マスター  改訂版　コツがわかる本 岸田諭監修
メイツユニバーサルコン

テンツ

809.6-C
１３歳からのファシリテーション

クラスで、学校で、社会で役立つコミュニケーション力が身につく本
ちょんせいこ

メイツユニバーサルコン

テンツ

830.7-T なんで英語、勉強すんの？　岩波ジュニアスタートブックス ジュニスタ 鳥飼玖美子 岩波書店 卒業生の本

837.8-I 言いたい気持ちがすぐ話せる!英会話感情表現フレーズ集 井口紀子 永岡書店

857.8-T とってもナチュラルふだんのひとことフランス語 トリコロル・パリ 白水社

910.23-S 平安ガールフレンズ　角川文庫 酒井順子 KADOKAWA 人気作文庫化

911.147-K 百一 こうの史代 日本文芸社

911.307-N 夏井いつきの３６５日季語手帖 夏井いつき レゾンクリエイト

913.36-S 源氏物語解剖図鑑　平安人の暮らしとキモチがマルわかり 佐藤晃子 エクスナレッジ

913.6-A 雑賀のいくさ姫　講談社文庫 天野純希 講談社

913.6-I 雲を紡ぐ 伊吹有喜 文藝春秋 高校生直木賞

913.6-K おはようおかえり 近藤史恵 PHP研究所

913.6-K 中野のお父さんの快刀乱麻 北村薫 文藝春秋

913.6-M 残照の頂　山女日記 続 湊かなえ 幻冬舎

913.6-N おわかれはモーツァルト 中山七里 宝島社

913.6-S 答えは風のなか 重松清 朝日出版社

914.6-O にっこり、洋食　おいしい文藝 江國香織ほか 河出書房新社

914.6-S 鳥が教えてくれた空　集英社文庫 三宮麻由子 集英社 礼拝で紹介

929.1-L ペイント イヒヨン 小山内園子訳 イースト・プレス

933-H ガラスの顔 フランシス・ハーディング 東京創元社

969-C 弓を引く人 パウロ・コエーリョ KADOKAWA

N-N ぐりとぐらのたまご ブルーシープ

書影はすべて「版元ドットコム」より使用が許可されたものを掲載しています。






