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007.13-T 僕とアリスの夏物語　人工知能の、その先へ　岩波科学ライブラリー 谷口忠大 岩波書店

007.64-S Photoshop誰でも入門　プロの手本でセンスよく！ 塩谷正樹ほか エムディエヌコーポレーション

104-H
人生はゲームなのだろうか? <答えのなさそうな問題>に答える哲学

  ちくまプリマー新書
平尾昌宏 筑摩書房

104-O 中高生のための哲学入門　「大人」になる君へ 小川仁志 ミネルヴァ書房

134.94-N
ニーチェの哲学見るだけノート

　毎日５分で学ぶ史上最強の哲学「ゼロ」からの教え!
富増章成監修 宝島社

140-I だからフェイクにだまされる　進化心理学から読み解　ちくま新書 石川幹人 筑摩書房

159.7-A 生きのびるための「失敗」入門　１４歳の世渡り術 雨宮処凛 河出書房新社

159-S
ガールズ・ビー・アンビシャス

　一歩踏み出したいあなたへ贈る２１のコトバ

集英社インターナショナル編

田中優子ほか著
集英社インターナショナル

195.3-K いつかは訪れたい美しき世界の教会
マイケル・ケリガン

片山美佳子訳
日経ナショナルジオグラフィック社

205-K
REKIHAKU特集「ファッション×博物館」
 歴史に見つける新しいファッションのヒント

210.19-N 日本の合戦解剖図鑑　時代を動かした戦がマルわかり かみゆ歴史編集部編著 エクスナレッジ

210.1-A 再現イラストでよみがえる日本史の現場　だからわかるシリーズ 朝日新聞出版編 朝日新聞出版

235.05-N ヴェルサイユ宮殿に暮らす  新装版　優雅で悲惨な宮廷生活
ウィリアム・リッチー・

ニュートン　 北浦春香訳
白水社

290.93-C 地球の歩き方ムー　異世界の歩き方 地球の歩き方 話題作

293.86-H ウクライナ・ファンブック　東スラヴの源泉・中東欧の穴場国 平野高志 パブリブ

293-K 国境で読み解くヨーロッパ　境界の地理紀行 加賀美雅弘 朝倉書店

302.27-N 教えて！タリバンのこと　世界の見かたが変わる緊急講座 内藤正典 ミシマ社

312.1-N
ぶっちゃけ、誰が国を動かしているのか教えてください
　17歳からの民主主義とメディアの授業

西田亮介 日本実業出版社

312.9-T １３歳からの地政学　カイゾクとの地球儀航海 田中孝幸 東洋経済新報社

316.1-W
みんなで平等をつくる　わたしたちの声がとどけば、世界はきっとかわるよ

アクティビストあつまれ!

シャノン・ウェバー文

寺西のぶ子訳
亜紀書房

324.11-J 大人になるってどういうこと?　みんなで考えよう１８歳成人 神内聡 くもん出版

331-M アメリカの高校生が学んでいる経済の教室
デーヴィッド・A.メイヤー

桜田直美訳
SBクリエイティブ

333.8-M 未来をつくるSDGs　ニューズウィーク日本版　MEDIA HOUSE MOOK CCCメディアハウス SDGs特集展示中

361.45-S 頭がよくなる！要約力　ちくま新書 齋藤孝 筑摩書房

361.4-H
１０代で知っておきたい「同意」の話

YES、NOを自分で決める12のヒント１４歳の世渡り術プラス
ジャスティン・ハンコック

芹澤恵,高里ひろ訳
河出書房新社

366.29-B
スポーツの仕事ってこんなにある

選手を支えるために「職人の道」を選んだ理由　BBMスポーツ探求学習シリーズ
進路特集展示中

366-I エシカルワークスタイル　自分にも人にも優しい働き方を考えてみる
池田晃一

日経アーキテクチュア編
日経BP

369.27-I 目の見えない人は世界をどう見ているのか　光文社新書 伊藤亜紗 光文社 小論文対策に！

369.27-P デザインと障害が出会うとき　Make:Japan Books Graham Pullin　水原文訳 オライリー・ジャパン 

369-S ヤングケアラーってなんだろう　ちくまプリマー新書 澁谷智子 筑摩書房

375.42-S こんなに変わった理科教科書　ちくま新書 左巻健男著 筑摩書房

375-K 嫌いな教科を好きになる方法、教えてください！　１４歳の世渡り術 河出書房新社編 河出書房新社

383.5-I ウチの江戸美人 いずみ朔庵著 晶文社

383.82-S
知っておきたい！韓国ごはんの常識

イラストで見るマナー、文化、レシピ、ちょっといい話まで

ルナ・キョン

繁松緑訳
原書房

383.9-K 江戸で部屋さがし　The New Fifties 菊地ひと美 講談社

404-M 科学のトリセツ 元村有希子 毎日新聞出版

412-K 虚数　なぜ虚数は必要なのか。何の役に立つのか  Newtonライト3.0 ニュートンプレス

450-Y なぜ地球は人間が住める星になったのか?　ちくまプリマー新書 山賀進 筑摩書房

480.9-I いきもの六法　日本の自然を楽しみ、守るための法律 山と溪谷社いきもの部編 山と溪谷社

481.7-M ウソをつく生きものたち 森由民,村田浩一監修 緑書房

486.45-M 孤独なバッタが群れるとき　『バッタを倒しにアフリカへ』エピソード１ 前野ウルド浩太郎 光文社

496-M 「目」のトリセツ目の疲れ かすむ 乾く かゆい 二重に見える… 主婦の友社編 主婦の友社 生徒注目度高

519-K
私たちのサステイナビリティ

まもり、つくり、次世代につなげる　岩波ジュニア新書
工藤尚悟著 岩波書店

547.48-O 正しく怖がるフィッシング詐欺 大角祐介 オーム社

596.63-K 科学でわかるパンの「なぜ?」　Q&Aで理解するパンづくりのコツと技術 梶原慶春ほか 柴田書店

夏休みに読もう！　～4～7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

人間文化研究機構国立歴史民俗博物館編・発行

ベースボール・マガジン社編著・発行
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596-K
生き抜くためのごはんの作り方　悩みに効く１６人のレシピ

１４歳の世渡り術

河出書房新社編

有賀薫ほか
河出書房新社 有名人多数執筆

596-M ロジカル電子レンジ　調理一発で加熱成功!味つけの失敗なし!  前田量子 主婦の友社 先生にも人気

726.101-T 東大×マンガ　マンガだって立派な参考書なんです 東大カルペ・ディエム 内外出版社 生徒注目度高

726.107-P
プロの講師が教えるマンガの描き方

　専門学校で教えるすべてのエッセンスがここに！
つちや書店 生徒注目度高

746.7-Y 今すぐ使えるかんたんiMovie動画編集入門  改訂３版 山本浩司 技術評論社

760.7-K 緊張しないからだ作りワークブック　実力が120%発揮できる！ かわかみひろひこ

762.1-M 「アキラさん」は音楽を楽しむ天才 宮川彬良 NHK出版

769.9-O バレエ音楽がわかる本　音楽は踊りの原動力！ONTOMO MOOK 音楽の友編 音楽之友社

777.1-J １４歳からの文楽のすゝめ 竹本織太夫監修 実業之日本社

783-K
球技のためのスポーツビジョントレーニング
ジュニア選手の競技力を高める視覚強化コツがわかる本  ジュニアシリーズ

石橋秀幸監修 メイツユニバーサルコンテンツ

811.2-H 漢字の語源図鑑　辞書より面白くてためになる 平山三男 かんき出版 人気シリーズ新作

816-S 文章がフツーにうまくなるとっておきのことば術 関根健一 大修館書店

829.14-K カナヘイの小動物ゆるっと♡おぼえる韓国語単語 金珍娥文 Jリサーチ出版

835-S シャーロック・ホームズで学ぶ英文法 柴田元幸,西村義樹,森田修 アスク出版

837.5-T 英語シナリオで楽しむ美女と野獣  改訂版 高橋基治解説 学研プラス

904-H 『その他の外国文学』の翻訳者 白水社編集部編 白水社

910.26-C 作家たちの１７歳　岩波ジュニア新書 千葉俊二 岩波書店

913.6-A 跳べ、栄光のクワド　小学館文庫 碧野圭 小学館 浜村渚の作者

913.6-A medium 霊媒探偵城塚翡翠　講談社文庫 相沢 紗呼 講談社 生徒おすすめ

913.6-A 同志少女よ、敵を撃て 逢坂冬馬 早川書房 本屋大賞

913.6-H-15 怪盗クイーン 楽園の名画を追え　講談社青い鳥文庫 はやみねかおる 講談社

913.6-I ギフト、ぼくの場合 今井恭子 小学館 リクエスト

913.6-K Kiki's delivery service魔女の宅急便　A Puffin book【洋書】 Eiko Kadono Puffin Books 先生に人気

913.6-K タラント 角田光代著 中央公論新社

913.6-K 君色パレット 多様性をみつめるショートストーリー  SNSで繫がるあの人 如月かずさほか 岩崎書店

913.6-K おしゃべりな部屋 川村元気,近藤麻理恵 中央公論新社

913.6-K さよならも言えないうちに　「コーヒーが冷めないうちに」シリーズ４ 川口俊和 サンマーク出版 リクエスト

913.6-M カザアナ　朝日文庫 森絵都 朝日新聞出版 生徒おすすめ

913.6-N 夢見る帝国図書館　文春文庫 中島京子 文藝春秋

913.6-N コーリング・ユー 永原皓 集英社

913.6-N-4 やめるな外科医　幻冬舎文庫    泣くな研修医  ４ 中山祐次郎 幻冬舎

913.6-O-7 珈琲店タレーランの事件簿　７　悲しみの底に角砂糖を沈めて　宝島社文庫 岡崎琢磨 宝島社

913.6-S か「」く「」し「」ご「」と「　新潮文庫 住野よる 新潮社 生徒おすすめ

913.6-S はじめての 辻村深月ほか 水鈴社

913.6-U-1 香君　西から来た少女 上橋菜穂子 文藝春秋

914.6-S うまれることば、しぬことば 酒井順子 集英社

914.6-Y ボクと、正義と、アンパンマン　なんのために生まれて、なにをして生きるのか やなせたかし PHPエディターズ・グループ

914.6-Y ゴリラからの警告　人間社会、ここがおかしい　毎日文庫 山極寿一 毎日新聞出版 小論文対策に！

929.1-K ファンタスティックガール キムヘジョン 清水知佐子訳 小学館 韓国ドラマ原作

933-C レニーとマーゴで１００歳　CREST BOOKS
マリアンヌ・クローニン

村松潔訳
新潮社

933-Ｇ-2 The Graveyard Book GraphicNovel　Volume 2 Ｇａｉｍａｎ，Neil HarperAlley 先生おすすめ

933-L 目で見ることばで話をさせて
アン・クレア・レゾット

横山和江訳
岩波書店

933-M Gracefully Grayson　（邦題：ぼくがスカートをはく日） Polonsky, Ami Little Brown 日本語版所蔵あり

980.4-N ロシア文学の食卓　ちくま文庫 沼野恭子 筑摩書房

N-G てぶ〜くろ　笑本　おかしばなし  3 ガタロー☆マン 誠文堂新光社 リクエスト

書影はすべて使用が許可されているものを版元ドットコムより取得しています

ヤマハミュージックエンタテインメント

ホールディングス


