
請求記号 書名 著者名 出 版 者 一言メモ

007.13-S おバカな答えもAIしてる 人工知能はどうやって学習しているのか? ジャネル・シェイン 光文社

070.16-S 伝える技術はこうみがけ! 読売KODOMO新聞・読売中高生新聞の現場から 新庄秀規,藤山純久 中央公論新社

141.72-T 勉強する気はなぜ起こらないのか ちくまプリマー新書 外山美樹 筑摩書房

167-J １３歳からのイスラーム 長沢栄治監修 かもがわ出版

209-S 新世界海賊の作法 山田吉彦監修 G.B.

210.09-H
日本の装束解剖図鑑

古代から現代までイラストで読み解く有職故実の世界
八條忠基 エクスナレッジ

210.47-C 地域別×武将だからおもしろい戦国史 かみゆ歴史編集部編 朝日新聞出版

213.61-T 江戸移住のすすめ 冨岡一成 旬報社

290.9-M 一度死んだ僕の、車いす世界一周 No Rain,No Rainbow 三代達也 光文社

291.62-K 京都のトリセツ 地図で読み解く初耳秘話 昭文社 他の都道府県版も多数

292.37-S 遊んで、食べて、癒されてタイ・プーケットへ 鈴木さくらこ イカロス出版 他の国版も多数

302.27-A バナの戦争 ツイートで世界を変えた７歳少女の物語 バナ・アベド 飛鳥新社 生徒おすすめ

302.51-N 現代カナダを知るための60章  第2版 日本カナダ学会編 明石書店 英和の記事あり

319.8-I 池上彰の君と考える戦争のない未来 世界をカエル 10代からの羅針盤 池上彰 理論社

331-L Freakonomics　（ヤバい経済学） Levitt.D.Stevenほか Morrow 生徒リクエスト

333.8-W WE HAVE A DREAM 201カ国202人の夢×SDGs WORLD DREAM PROJECT編 いろは出版

361.42-S 「ハーフ」ってなんだろう？ あなたと考えたいイメージと現実 下地ローレンス吉孝 平凡社

361.4-W みんなに好かれなくていい 小学館YouthBooks 和田秀樹 小学館

361.8-H ヘイトをとめるレッスン いきする本だな ホンソンス ころから

366.29-M 言語聴覚士になろう！ みやのひろ 青弓社

366.29-N-別 会社で働く 製品開発ストーリーから職種を学ぶ！ なるにはBOOKS 松井大助 ぺりかん社

369.04-K 社会のしんがり 駒村康平編著 新泉社

369.3-M おしゃれ防災アイデア帖 Misa 山と溪谷社

376.8-N 国際学部 中高生のための学部選びガイド なるにはBOOKS 三井綾子 ぺりかん社 他学部も豊富

378-H-2 自閉症の僕が跳びはねる理由 ２ 角川文庫 東田直樹 KADOKAWA

402.1-J 私の科学者ライフ 猿橋賞受賞者からのメッセージ 女性科学者に明るい未来をの会編 日本評論社

404-M なぜ私たちは理系を選んだのか 岩波ジュニアスタートブックス 桝太一 岩波書店

407-H 「役に立たない」研究の未来 初田哲男ほか 柏書房

414.7-S 最強に面白い！！ベクトル ニュートン式超図解 ニュートンプレス

417.6-E
世界の猫はざっくり何匹？

頭がいい計算力が身につく「フェルミ推定」超入門
ロブ・イースタウェイ ダイヤモンド社

451.85-R 気候変動に立ちむかう子どもたち 世界の若者６０人の作文集 アクシャート・ラーティ編 太田出版

453-K 地震はなぜ起きる？ 岩波ジュニアスタートブックス 鎌田浩毅 岩波書店

480.4-A 飼育員さんのすごいこたえ
淡路ファームパーク

イングランドの丘
ワニブックス

481.78-K 先生、頭突き中のヤギが尻尾で笑っています！ 小林朋道 築地書館

488.1-I 身近な「鳥」の生きざま事典 一日一種 SBクリエイティブ

494.2-S メスを超える 異端外科医のイノベーション 杉本真樹 東洋経済新報社

498.36-Z 図解眠れなくなるほど面白い睡眠の話 西野精治監修 日本文芸社

524.9-H 響きをみがく 音響設計家豊田泰久の仕事 石合力 朝日新聞出版

594.6-F 洋風でかわいいつまみ細工 ときめくデザインの小物とアクセサリー 藤川しおり マイナビ出版

596.6-F A WORKS新しいチーズケーキの教科書 船瀬洋一郎 講談社

596.6-I パンのトリセツ 知ればもっとおいしくなる! 池田浩明ほか 誠文堂新光社

596.6-M スイート・スイート・クラシック 洋菓子でめぐる音楽史 三浦裕子 アルテスパブリッシング

596.6-Y
もちぷるレシピ

もちもち&ぷるぷる食感を楽しむお菓子とデザート70
柳瀬久美子

パルコエンタテイン

メント事業部

596-D 誰でも1回で味が決まるロジカル調理 主婦の友社編 主婦の友社 家庭科の先生おすすめ

596-N 1/2日分がとれる!カルシウムおかず 栄養と料理編 女子栄養大学出版部 鉄おかず編もあり

645.7-T 猫と東大。 猫を愛し、猫に学ぶ 東京大学広報室編 ミネルヴァ書房

725-O 3ステップでらしく描ける伝わる絵の見本帖 OCHABI Institute インプレス

726.9-Y 切り絵でつくる和モダンドレス 祐琴 日東書院本社 メルヘンドレス版もあり

746-T 星景写真からはじめる星空タイムラプスへのステップアップ 竹本宗一郎 玄光社

761-Y 科学で読み解くクラシック音楽入門 横山真男 技術評論社

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
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778.77-H
アニメーションの女王たち

ディズニーの世界を変えた女性たちの知られざる物語
ナサリア・ホルト フィルムアート社

781.4-K 図解眠れなくなるほど面白い体幹の話 木場克己 日本文芸社

829.14-H 韓国語の語源図鑑 一度見たら忘れない！ 阪堂千津子 かんき出版

830.7-E-'21 英検１級過去６回全問題集 旺文社 4級～1級あり

835-K 「おかしな英語」で学ぶ生きた英文法 唐澤一友ほか 亜紀書房

910.26-T 文豪たちの住宅事情 田村景子ほか編著 笠間書院

913.36-I げんじものがたり 紫式部,いしいしんじ抄訳 講談社

913.6-A 烏百花 白百合の章 八咫烏シリーズ  外伝 阿部智里著 文藝春秋

913.6-A どこよりも遠い場所にいる君へ 集英社オレンジ文庫 阿部暁子著 集英社 高どくらく掲載

913.6-A ばあさんは15歳 阿川佐和子著 中央公論新社 中どくらく掲載、卒業生

913.6-H 南河国物語 暴走少女、国をすくう?の巻 濱野京子 静山社

913.6-H-17 都会のトム&ソーヤ 逆立ちするライオン17 はやみねかおる 講談社 番外編も2冊受け入れ

913.6-I 屍人荘の殺人 創元推理文庫  Mい12-1 今村昌弘著 東京創元社 生徒おすすめ

913.6-I 池袋ウエストゲートパーク 文春文庫 石田衣良著 文芸春秋 中どくらく掲載

913.6-K Day to Day tree 講談社編 講談社

913.6-K かすがい食堂 小学館文庫 伽古屋圭市 小学館

913.6-K 小辞譚 辞書をめぐる１０の掌編小説 加藤ジャンプほか 猿江商會 中2国語教科書

913.6-K いちご×ロック 黒川裕子 講談社

913.6-K オルタネート 加藤シゲアキ 新潮社 吉川英治文学新人賞

913.6-K 僕はまた、君にさよならの数を見る 富士見L文庫 霧友正規 KADOKAWA 中どくらく掲載

913.6-K 医学のひよこ 海堂尊 KADOKAWA 医学のたまご続編

913.6-K 卒業旅行 小手鞠るい 偕成社

913.6-M われら滅亡地球学クラブ 幻冬舎文庫 向井湘吾 幻冬舎 朝日中高生新聞連載

913.6-M ５２ヘルツのクジラたち 町田そのこ 中央公論新社 本屋大賞受賞

913.6-N 広告の会社、作りました 天津遠山合同会社 中村航 ポプラ社

913.6-N 風は山から吹いている Why climb mountains with me? 額賀澪 二見書房 先生に人気

913.6-N 臨床の砦 夏川草介 小学館

913.6-N-3 走れ外科医 幻冬舎文庫  3  泣くな研修医  3 中山祐次郎 幻冬舎 ドラマ化

913.6-S 世界とキレル 佐藤まどか あすなろ書房 生徒おすすめ

913.6-S I want to eat your pancreas（きみの膵臓を食べたい）
Yoru Sumino translation

by Nathan Collins
Seven Seas

913.6-T ジョゼと虎と魚たち 角川文庫 田辺聖子 角川書店 生徒おすすめ

913.6-T-1 かがみの孤城 上下 ポプラ文庫 辻村深月 ポプラ社

913.6-U 推し、燃ゆ 宇佐美りん 河出書房新社 芥川賞

913.6-Y 神様には負けられない 山本幸久 新潮社

914.6-W 言葉の羅針盤 若松英輔 亜紀書房 中2国語教科書

914.6-Y ヤマザキマリ対談集 Diálogos ヤマザキマリほか 集英社

916-K 犬部！ 北里大学獣医学部  キミノベル版 ポプラキミノベル 片野ゆか ポプラ社 映画化

929.1-C 屋上で会いましょう チョン・セランの本  ０２ チョンセラン 亜紀書房 韓国の人気作家

933-A Simon vs. the Homo Sapiens Agenda Albertalli,Becky Balzer＋Bray 日本語版もあり

933-B Because I am a Girl わたしは女の子だから ティム・ブッチャーほか 英治出版 生徒おすすめ

933-I クララとお日さま カズオ・イシグロ 早川書房 洋書もあり

933-P デュパン ポプラキミノベル   世界の名探偵  1 エドガー・アラン・ポー ポプラ社

933-R The Ickabog J.K. Rowling
Little, Brown Books

for Young Readers
日本語版もあり

949.3-T キリギリスのしあわせ トーン・テレヘン 新潮社

953-G 神さまの貨物
ジャン=クロード・グラン

ベール
ポプラ社 本屋大賞翻訳小説部門2位

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


