
請求記号 書名 著者等（出版社）

007.63-R PowerPoint2019 やさしい教科書 一冊に凝縮 リブロワークス(SBクリエイティブ)

049-Z 雑学の森 ハマる！ウケる！カシコくなる！ 雑学の森探険隊編(青春出版社)

053-N カンマの女王 「ニューヨーカー」校正係のここだけの話 メアリ・ノリス(柏書房)

116-S 最強に面白い!!パラドックス ニュートン式超図解 (ニュートンプレス)

159.7-H モヤモヤしている女の子のための読書案内 14歳の世渡り術 堀越英美(河出書房新社)

159.7-K 「死にたい」「消えたい」と思ったことがあるあなたへ 14歳の世渡り術 河出書房新社編(河出書房新社)

164-S 世界でいちばん素敵な神話の教室 蔵持不三也監修(三才ブックス)

175.5-S 狛犬さんぽ ミノシマタカコ(グラフィック社)

180-M だれでもわかるゆる仏教入門 松崎智海(ナツメ社)

190-K キャラ絵で学ぶ！キリスト教図鑑 山折哲雄監修(すばる舎)

209-S 図解眠れなくなるほど面白い世界史 鈴木旭(日本文芸社)

210.58-I 一冊でわかる幕末 世界のなかの日本の歴史 大石学監修(河出書房新社)

242.03-R 古代エジプト人の24時間 よみがえる3500年前の暮らし ドナルド・P.ライアン(河出書房新社)

281.04-W 偉人たちの辞世の句 もっと知りたい日本史(のこと) 若林良(辰巳出版)

291.1-H 北海道のトリセツ 地図で読み解く初耳秘話 (昭文社)

291-R るるぶ地図でよくわかる４７都道府県の歴史大百科 (JTBパブリッシング)

293.89-R デザインあふれる森の国フィンランドへ 旅のヒントBOOK ラサネン優子(イカロス出版)

319.8-S 紛争解決ってなんだろう ちくまプリマー新書 篠田英朗(筑摩書房)

324-M 落語でわかる「民法」入門 森章太(日本実業出版社)

327.04-N 裁判官だから書けるイマドキの裁判 岩波ブックレット 日本裁判官ネットワーク(岩波書店)

337.4-K 紙幣と旅する お札から見る世界の国々 高康治(PHPエディターズ・グループ)

366.29-N-132 裁判官になるには なるにはBOOKS 132 飯島一孝(ぺりかん社)

366.29-N-83 国際公務員になるには なるにはBOOKS  83 横山和子(ぺりかん社)

367.1-U 女の子はどう生きるか 教えて、上野先生! 岩波ジュニア新書 上野千鶴子(岩波書店)

368.6-B 子どもを守る言葉『同意』って何? YES、NOは自分が決める！ レイチェル・ブライアン(集英社)

368.6-T 中高生からの防犯 活かそうコミュ力！ なるにはBOOKS  別巻 武田信彦(ぺりかん社)

369.26-Y
世界はチャレンジにあふれている

 高齢者ケアをめぐるヨーロッパ＆中国紀行
山崎摩耶(日本医療企画)

378.2-N
手話の学校と難聴のディレクター

ETV特集「静かで、にぎやかな世界」制作日誌 ちくま新書
長嶋愛(筑摩書房)

383.81-N 美女が長寿食を好む理由 永山久夫著(春陽堂書店)

383.82-E 古代メソポタミア飯 ギルガメシュ叙事詩と最古のレシピ 遠藤雅司(大和書房)

384.3-N 失われゆく仕事の図鑑 永井良和ほか(グラフィック社)

388-H 妖精図鑑 エルシー・アーバー博士の資料より エミリー・ホーキンス(河出書房新社)

404-I ヘンな科学 “イグノーベル賞”研究４０講 五十嵐杏南(総合法令出版)

410.4-Y 数学ガールの秘密ノート 確率の冒険 結城浩(SBクリエイティブ)

410-S 世界の見方が変わる「数学」入門 河出文庫 桜井進(河出書房新社)

420-M 入試問題で味わう東大物理 HOW TO ENJOY HIGH SCHOOL PHYSICS 三澤信也(オーム社)

440.28-C コペルニクス ちくまプリマー新書 高橋憲一(筑摩書房)

443.9-U 宇宙の終わり 生まれ変わるか、無に帰すか？ ニュートンムック (ニュートンプレス)

451.85-K
気候変動から世界をまもる30の方法

わたしたちのクライメート・ジャスティス！
国際環境NGO FoE Japan編(合同出版)

468-T 生物多様性を問いなおす 世界・自然・未来との共生とSDGs ちくま新書 高橋進(筑摩書房)

480.76-S 水族館めぐり (G.B.)

480-S どうぶつおやこ図鑑 マヤ・セーヴストロム(化学同人)

487.5-M ま〜るい魚図鑑 松浦啓一(エクスナレッジ)

491.13-D イラストで知る発声ビジュアルガイド セオドア・ダイモン(音楽之友社)

491.371-S 最強に面白い！！睡眠 ニュートン式超図解 (ニュートンプレス)

494.8-J かゆみをなくすための正しい知識 肌トラブルを解消する 順天堂かゆみ研究センター(毎日新聞出版)

新着図書案内　　春休みに読もう！

今回は12～2月に入れた本の一部をご紹介。★はリクエストで入った本・図書活や先生からのおすすめ本です。

春休み貸出は3月4日(木)、5日(金)、11日(木)、15日(月)。冊数制限はありません。返却期限は4月9日(金)です。



請求記号 書名 著者等（出版社）

498.6-I 感染症時代のマスクの教科書 的確に選んで、正しく着ける 飯田裕貴子,眞鍋葉子(小学館)

518.52-T リアルでゆかいなごみ事典 ごみ清掃芸人は見た! 滝沢秀一(大和書房)

523.3-E 絵本のようにめくる城と宮殿の物語 石井美樹子監修(昭文社)

524.89-W 世界の窓辺さんぽ WANDERLUST編(光文社)

538.9-U 宇宙飛行士選抜試験 ファイナリストの消えない記憶 SB新書 ★ 内山 崇(SBクリエイティブ)

596.04-O 世界の台所探検 料理から暮らしと社会がみえる 岡根谷実里(青幻舎)

596.6-F 魔法のパンケーキ はじめてでもおいしく作れる 藤沢せりか(マイナビ出版)

596.6-U キャラクターいっぱいのちぎりパン 見たらきっと作りたくなる！ ｕｍｉ・ ｊｕｒｕママ(ブティック社)

596-B-2 魔法使いたちの料理帳 ２ オーレリア・ボーポミエ(原書房)

596-K 魚屋だから考えた。クリトモのかんたん魚レシピ 栗原友(文藝春秋)

645.6-I 犬と一緒に生き残る防災BOOK 決定版  犬種別アドバイス付き 犬防災編集部編(日東書院本社)

687.9-K 空港の解体新書 “空の玄関口”をイラストで詳解！！ (イカロス出版)

702.09-O 西洋美術とレイシズム ちくまプリマー新書 岡田温司(筑摩書房)

725-I 基礎から学ぶ人物デッサン
石川聡・岡田浩志共著

(エムディエヌコーポレーション)

726.1-Y 国境のない生き方 私をつくった本と旅 小学館新書 ★ ヤマザキマリ(小学館)

727.8-B bechoriのカラフルハンドレタリング ペンの使いわけでもっと広がる！ bechori(メイツユニバーサルコンテンツ)

746-N プロが教えるタイムラプス撮影の教科書 かんたんフォトLife 成澤広幸(技術評論社)

760.7-A 音楽で生きる方法 高校生からの音大受験、留学、仕事と将来 相澤真一ほか(青弓社)

762.8-K 墓マイラー・カジポンの世界音楽家巡礼記 ONTOMO MOOK カジポン・マルコ・残月(音楽之友社)

782-N ランナーのためのメンテナンス・トレーニング 中本亮二(ベースボール・マガジン社)

783.1-C ステフィン・カリー 信念は社会を変えた！ ステフィン・カリー(あすなろ書房)

810.4-I なぜ、読解力が必要なのか? 社会に出るあなたに伝えたい 池上彰(講談社)

829.37-K いちばんやさしい使えるベトナム語入門 発音、文法をていねいに解説 木村友紀(池田書店)

831.1-O イギリス英語で音読したい！ UK音読パーフェクトガイド 小川直樹(研究社)

901.3-M マナーはいらない 小説の書きかた講座 三浦しをん(集英社)

910.26-T 文豪たちの西洋美術 カラー版  夏目漱石から松本清張まで 谷川渥(河出書房新社)

910.28-T 谷崎潤一郎を知っていますか 愛と美の巨人を読む 阿刀田高(新潮社)

913.6-A 教室に並んだ背表紙 相沢沙呼(集英社)

913.6-I もちじゅわ中華まんの奇跡  ひぐまのキッチン 中公文庫 石井睦美(中央公論新社)

913.6-I 半沢直樹 オレたちバブル入行組 １ 講談社文庫　★ 池井戸潤(講談社)

913.6-K 天を測る 今野敏(講談社)

913.6-M 太陽の塔 新潮文庫  ★ 森見登美彦(新潮社)

913.6-M 零から0へ まはら三桃(ポプラ社)

913.6-N ケーキ王子の名推理１　 新潮文庫nex　★ 七月隆文(新潮社)

913.6-N エリーゼさんをさがして 梨屋アリエ(講談社)

913.6-O 朝焼けにファンファーレ 織守きょうや(新潮社)

913.6-O-2 エチュード春一番 三日月のボレロ 第２曲 角川文庫 荻原規子(ＫＡＤＯＫＡＷＡ)

913.6-S-1 麦本三歩の好きなもの 第１集 幻冬舎文庫 住野よる(幻冬舎)

913.6-S-5 アーサー王の世界 聖杯の騎士パーシヴァル ６ 斉藤洋(静山社)

914.6-H
世界は思考で変えられる

自閉症の僕が見つけた「いつもの景色」が輝く４３の視点
東田直樹(河出書房新社)

914.6-N ほんとうのリーダーのみつけかた 梨木香歩(岩波書店)

923-R 文学少女対数学少女 ハヤカワ・ミステリ文庫 陸秋槎(早川書房)

929.1-H チェリーシュリンプ わたしは、わたし ファンヨンミ(金の星社)

933.7-B ハイランド・クリスマス M.C.ビートン(文芸社)

933-H 夏への扉  新版 ハヤカワ文庫 ロバート・A.ハインライン(早川書房)

933-I いかさま師ノリス エクス・リブリス・クラシックス クリストファー・イシャウッド(白水社)

933-M-1 炎と血 １ 氷と炎の歌 ジョージ・Ｒ．Ｒ．マーティン(早川書房)

933-R オール★アメリカン★ボーイズ ジェイソン・レノルズほか(偕成社)

933-R イッカボッグ J.K.ローリング(静山社)

933-W 比類なきジーヴス  講談社英語文庫【洋書】 Ｐ．Ｇ．ウッドハウス(講談社)

950.2-S 「星の王子さま」に聞く生きるヒント サン=テグジュペリ名言集 稲垣直樹(平凡社)


