
請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月

007.1 ｼ シンギュラリティ　やさしく知りたい先端科学シリーズ 神崎  洋治 創元社 2018/11

007.1 ﾃﾞ ディープラーニング　やさしく知りたい先端科学シリーズ 谷田部  卓 創元社 2018/03

007.6 ｱ Androidアプリ開発の教科書　　Ｊ 齊藤  新三 翔泳社 2018/02

007.6 ｼ
初心者からちゃんとしたプロになるHTML+CSS実践講
座

相原  典佳
エムディエヌコーポ
レーション

2020/09

007.6 ｼﾞ 実践Pythonによるデータベース入門 　Ｊ 藤野  巖 コロナ社 2020/08

007.6 ﾌﾟ
プログラマーのためのVisual Studio Codeの教科書

Ｊ
川崎  庸市 マイナビ出版 2020/05

017 ﾌﾟ プロ司書の検索術　「本当に欲しかった情報」の見つけ方 入矢  玲子 日外アソシエーツ 2020/10

019 ｾﾞ ぜんぶ本の話
池沢  夏樹
池澤　春菜

毎日新聞出版 2020/06

022 ﾃﾞ 41 デザインのひきだし 41 写真と図解でよくわかる製本大図鑑 グラフィック社 グラフィック社 2020/10

141 ｾ 繊細すぎてしんどいあなたへ　HSP相談室 串崎  真志 岩波書店 2020/05

159 ｼﾞ 10代から考える生き方選び 竹信  三恵子 岩波書店 2020/06

167 ｸ クルアーン　やさしい和訳 水谷  周 国書刊行会 2019/02

230 ｷ
旧ドイツ領全史　「国民史」において分断されてきた「境界
地域」を読み解く

衣笠  太朗 パブリブ 2020/09

290 ｾ 1 世界歴史地名大事典 第１～３巻 【禁帯出】 コートランド・キャンビー 柊風舎 2017/10
291 ｲ 石垣 竹富 宮古 西表島　2020 JTBパブリッシング 2020/04
291 ｲ 石垣・宮古 竹富島・西表島　’21 昭文社 2020/02

情報科学・心理・歴史

（２０２０年１０～１２月受け入れ分の紹介）

『天地創造デザイン部』（コミック）
神は天地を想像した・・・が、途中でめんどくさく

なって、下請けデザイナーに丸投げした！？

そんな設定で始まる生物進化過程マンガですが、これ

がなかなかどうして面白い！ 一見妙なあの生き物も、そ

ういう風に適応してきたのかあ、と思わず楽しく納得の

内容です。

１月からＴＶアニメ化です！

各科の先生方が選定してくれた生徒用図

書の受け入れが始まりました。

下記の一覧表の中で、書名の横にＤ、Ｋ、

Ｊ と付いているのがその本です。
新聞の書評でも紹介された本がいっぱい

です、ぜひチャレンジしてみてください！

家庭科の保育向け紙芝居や、読み聞かせ

に関する本も入りました！

「涼宮ハルヒ」「ビブリア古書堂の事件手帖」の

シリーズが再び始動開始！

そして「魔法科高校の劣等生」は完結、新たに続

編「メイジアン・カンパニー」が始まりました。

未読の人も、すっかり愛読の人も、この機会に読

んでみませんか？

80種類もの製本方法について詳しく＆楽しく説明！ 本を作ってみたい人、本を愛でたい人、

印刷に興味がある人にオススメです！



請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月

302 ﾁ 地図で見るイタリアハンドブック
オーレリアン・デルピ
ルー

原書房 2020/05

317 ｼﾞ 準備バッチリ消防設備士7類問題集
消防設備士問題
研究会

電気書院 2019/11

320 ｼﾞ 18歳までに知っておきたい法のはなし 神坪  浩喜 みらいパブリッシング 2020/01

336 ｺ 高校生用SPIクリア問題集　’22年版 成美堂出版 2020/11

338 ﾌ フィンテック 　やさしく知りたい先端科学シリーズ 大平  公一郎 創元社 2019/06

361 ｺ コミュニケーションのデザイン史　Ｄ 高橋  裕行 フィルムアート社 2015/09

366 ｶ 化学のしごと図鑑 近畿化学協会 化学同人 2019/03

369 ｼ 手話通訳者になろう 木村  晴美 白水社 2019/09

377 ﾄ 東大なんか入らなきゃよかった 池田  渓 飛鳥新社 2020/09

387 ﾏ
まじないの文化史　見るだけで楽しめる! 日本の呪術を読
み解く

新潟県立歴史博
物館

河出書房新社 2020/05

請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月

407 ｼﾞ 13歳からの研究倫理　知っておこう!科学の世界のルール 大橋  淳史 化学同人 2018/08

410 ｽ 数学、それは宇宙の言葉　数学者が語る50のヴィジョン サム・パーク／編 岩波書店 2020/08

417 ﾍﾞ ベイズ統計学　やさしく知りたい先端科学シリーズ 松原  望 創元社 2017/12

440 ｳ 宇宙大図鑑 = VISUAL BOOK OF THE UNIVERSE 木村 直之 ／編集 ニュートンプレス 2020/06

460 ｷ 基礎生命科学実験 東京大学教養学部 東京大学出版会 2009/02

460 ｷ 11 キャンベル生物学 キャンベル・A・ニール 丸善出版 2018/03

460 ｽﾞ 図説生物学 東京大学教養学部 東京大学出版会 2010/01

481 ｼ 新種の発見　見つけ、名づけ、系統づける動物分類学 岡西  政典 中央公論新社 2020/04

486 ﾀ 食べられる虫ハンドブック 内山  昭一 自由国民社 2019/06

498 ｼﾞ 人類と病 詫摩  佳代 中央公論新社 2020/04

498 ﾃﾞ デジタルヘルスケア　やさしく知りたい先端科学シリーズ 遊間  和子 創元社 2020/02

499 ﾀ 正しく知って正しく使う「くすり」の大事典
くすりの適正使用協
議会

くもん出版 2020/10

請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月

501 ｷ 基礎から学ぶ建築CAD　Ｋ テラハウス 彰国社 2016/03

501.8 ｵ
Autodesk AutoCAD 2020/AutoCAD LT 2020公式ト
レーニングガイド　Ｋ

井上  竜夫 日経BP 2019/07

501.8 ﾕ
「ユーザーフレンドリー」全史　世界と人間を変えてきた「使

いやすいモノ」の法則　Ｄ
クリフ・クアン 双葉社 2020/10

502 ｲ
いつになったら宇宙エレベーターで月に行けて、3Dプリン
ターで臓器が作れるんだい!?

ケリー・ウィーナースミ
ス

化学同人 2020/04

510 ｽﾞ 1 土木のずかん　1災害に備えるわざ　Ｋ 速水  洋志 オーム社 2019/11

510 ｽﾞ 3 土木のずかん　2構造物を造るわざ　Ｋ 稲垣  正晴 オーム社 2020/04

510 ﾄﾞ 2 土木のずかん　3暮らしを支えるわざ　Ｋ 吉田  勇人 オーム社 2020/03

518.8 ﾀ 楽しい公共空間をつくるレシピ 平賀  達也 ユウブックス 2020/07

519 ｵ お笑い芸人と学ぶ13歳からのSDGs たかまつ  なな くもん出版 2020/10

519 ﾁ 地図とデータで見るSDGsの世界ハンドブック イヴェット・ヴェレ 原書房 2020/07

520 ｱ ARCHICAD 22ではじめるBIM設計入門 BIM LABO エクスナレッジ 2019/02

520 ﾋﾞ BIMのかたち　Society5.0へつながる建築知　K 日本建築学会 彰国社 2019/07

520.7 ﾆ 二級建築士はじめの一歩　Ｋ 神無修二 学芸出版社 2016/12

521.8 ﾆ 日本木造遺産　千年の建築を旅する　Ｋ 藤森  照信 世界文化社 2014/12

523.1 ｺ
コマーシャルスペースライティングvol.5 質感を魅せるライティ
ング

商店建築社 2020/09

524.2 ｹ 13 建築材料用教材 日本建築学会 日本建築学会 2013/03

社会・教育・民俗

自然科学・医学

工業・建築・機械・家政学



524.2 ｼﾞ 実務者のためのCLT建築物設計の手引き　Ｋ
実務者のためのCLT
建築物設計の手引き
編集委員会

一般社団法人日
本CLT協会

2019/04

525.1 ｵ AutoCAD LTで学ぶ建築製図の基本 　Ｋ 鳥谷部  真 エクスナレッジ 2017/09

525.5 ｽﾞ
図解で学ぶ建築大工技能検定実技試験2級・3級

Ｋ
建築大工技能教
育研究所

オーム社 2019/11

527.1 ｾ 瀬野式・住宅設計エスキス帖　ｋ 瀬野  和広 オーム社 2020/05

527.1 ﾜ 若手設計者に贈る木造住宅の手描き詳細図集　Ｋ 佐藤  重徳 オーム社 2020/05

548.3 ｺ
これからのロボットプログラミング入門 Pythonで動かす

MINDSTORMS EV3　Ｊ
上田  悦子 講談社 2020/02

588 ﾊ 発酵はおいしい! イラストで読む世界の発酵食品 おの  みさ
パイインターナショ
ナル

2019/12

596 ｶ カレンの台所 滝沢  カレン サンクチュアリ出版 2020/04

請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月

610 ﾁ 地図とデータで見る農業の世界ハンドブック
ジャン＝ポール・シャ
ルヴェ

原書房 2020/11

617 ﾉ のらぼう菜 髙橋  孝次
農山漁村文化協
会

2020/09

649 ﾄﾞ
動物の看護師さん 動物・飼い主・獣医師をつなぐ6つの物
語

保田  明恵 大月書店 2020/03

673 ﾋ 百貨店・デパート興亡史 梅咲  恵司 イースト・プレス 2020/04

674 ﾃﾞ デザイナーじゃないのに! 平本  久美子 ソシム 2020/10

675 ｻ サブスクリプション　やさしく知りたい先端科学シリーズ 小宮  紳一 創元社 2020/10

請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月

701 ﾋﾞ 美術解剖学とは何か 加藤 公太 トランスビュー 2020/07

727 ｼ 視覚デザインの歴史　グラフィックスと複製の歩み　Ｄ 白石  和也 大学教育出版 2000/04

757 ｼ 白百 原  研哉 中央公論新社 2018/01

757 ｼ 白 原  研哉 中央公論新社 2008/05

757 ﾃﾞ デザインの知恵　情報デザインから社会のかたちづくりへ Ｄ 須永  剛司 フィルムアート社 2019/04

757 ﾆ 日本のデザイン1945- ナオミ・ポロック 河出書房新社 2020/10

778 ｱ アニメ業界就職ガイド Newtype編集部 KADOKAWA 2020/03

792 ｺ 香道の文化史 本間  洋子 吉川弘文館 2020/05

E ｱﾋ あひるのおうさま  【紙芝居】 堀尾  青史 童心社 1998/06

E ｵｵ おおきく おおきく おおきくなあれ 【紙芝居】 松井  紀子 童心社 1983/04

E ｵﾑ おむすびくん 【紙芝居】 豊田  一彦 童心社 2009/04

E ｶ
紙芝居-子ども・文化・保育　心を育てる理論と実演・実
作の指導

子どもの文化研究
所

一声社 2011/08

E ｸﾚ くれよんさんのけんか 【紙芝居】 八木田 宜子 童心社 1975/12

E ｺﾞｷ ごきげんのわるいコックさん【紙芝居】 松井  紀子 童心社 1985/06

E ﾃﾝ 天人のはごろも 【紙芝居】 堀尾  青史 童心社 1998/06

E ﾋﾖ ひよこちゃん 【紙芝居】 チュコフスキー／原作 童心社 1987/03

E ﾐﾝ みんなのごみは、ぼくにまかせて!  【紙芝居】 元浦  年康 教育画劇 2018/05

E ﾖ 読み聞かせわくわくハンドブック　家庭から学校まで 代田  知子 一声社 2001/04

請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月

901 ﾐ 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 2020/11

913.6 ｱｶ 17 この素晴らしい世界に祝福を!　17 暁  なつめ KADOKAWA 2020/05

913.6 ｱｶ 1 この素晴らしい世界に祝福を!よりみち! 暁  なつめ KADOKAWA 2020/01

913.6 ｱｶ 2 この素晴らしい世界に祝福を!よりみち2回目! 暁  なつめ KADOKAWA 2020/11

文学

商業・産業

芸術・スポーツ

川崎の地元野菜！



913.6 ｱﾔ Another 2001 綾辻  行人 KADOKAWA 2020/09

913.6 ｲｻ 逆ソクラテス 伊坂  幸太郎 集英社 2020/04

913.6 ｵｶﾞ ライオンのおやつ 小川  糸 ポプラ社 2019/10

913.6 ｵﾂ 小説シライサン 乙一 KADOKAWA 2019/11

913.6 ｶﾏ 1 とある魔術の禁書目録(インデックス)外典書庫　1、2 鎌池  和馬 KADOKAWA 2020/06

913.6 ｶﾏ 3-2 創約とある魔術の禁書目録(インデックス)　2 鎌池  和馬 KADOKAWA 2020/07

913.6 ｷﾀ 100文字SF 北野  勇作 早川書房 2020/06

913.6 ｷﾇ 2-1 ようこそ実力至上主義の教室へ　２年生編　1～3 衣笠  彰梧 KADOKAWA 2020/01

913.6 ｺﾊﾞ 11 ゼロから始める魔法の書　11 虎走  かける KADOKAWA 2017/12

913.6 ｻﾄ 1 メイジアン・カンパニー 佐島  勤 KADOKAWA 2020/10

913.6 ｻﾄ 31 魔法科高校の劣等生 　31、32 佐島  勤 KADOKAWA 2020/04

913.6 ｻﾉ わたしが消える 佐野  広実 講談社 2020/09

913.6 ｼｸﾞ 10
ソードアート・オンラインオルタナティブガンゲイル・オンライ
ン　10

川原  礫 KADOKAWA 2020/04

913.6 ｼｸﾞ 23 キノの旅　23 時雨沢  恵一 KADOKAWA 2020/11

913.6 ﾀﾁ 22 デート・ア・ライブ　22 橘  公司 KADOKAWA 2020/03

913.6 ﾀﾂ 7 ラストエンブリオ　７、８ 竜ノ湖  太郎 KADOKAWA 2019/06

913.6 ﾀﾆ 11 涼宮ハルヒの直観　11 谷川  流 KADOKAWA 2020/11

913.6 ﾆｼ 12 掟上今日子の設計図 西尾  維新 講談社 2020/03

913.6 ﾆｼ 27 扇物語（物語シリーズ27） 西尾維新 講談社 2020/10

913.6 ﾋｶﾞ ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野  圭吾 光文社 2020/11

913.6 ﾌｾ 17 転生したらスライムだった件 　17 伏瀬 マイクロマガジン社 2020/10

913.6 ﾏﾘ 聖女か悪女 真梨  幸子 小学館 2020/11

913.6 ﾐｶ 2-1 ビブリア古書堂の事件手帖Ⅱ扉子と空白の時 三上  延 KADOKAWA 2020/07

913.6 ﾐｽﾞ 2 夢をかなえるゾウ　2～4 水野  敬也 文響社 2020/07

913.6 ﾓﾘ 馬鹿と噓の弓 森  博嗣 講談社 2020/10

914.6 ﾅｼ ほんとうのリーダーのみつけかた 梨木  香歩 岩波書店 2020/07

929 ｾﾝ 5 千一夜物語　ガラン版　５、６ アントワーヌ・ガラン 岩波書店 2020/03

931 ﾃﾞｲ 1 THE LYRICS　1961-1973、1974-2012 ボブ・ディラン 岩波書店 2020/03

931 ﾊﾗ アメリカ現代詩入門 エズラ・パウンドからボブ・ディランまで 原  成吉 勉誠出版 2020/01

933 ｼﾞﾖ ユリシーズ　1-12
ジェイムズ・ジョイス
柳瀬  尚紀訳

河出書房新社 2016/11

933 ﾄﾙ クリスマスの思い出
トルーマン・カポーティ
村上春樹訳

文芸春秋 1990/11

933 ﾄﾙ あるクリスマス
トルーマン・カポーティ
村上春樹訳

文芸春秋 1989/12

973 ﾄﾞｺ どこか、安心できる場所で　新しいイタリアの文学
パオロ・コニエッティほか
著

国書刊行会 2019/11

請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月

726 ｷﾞ 15 銀の匙15 (最終巻) 荒川  弘 小学館 2020/02

726 ﾀ 3 只野工業高校の日常 3 小賀  ちさと 集英社 2020/11

726 ﾃ 1 天地創造デザイン部　1～4 蛇蔵 講談社 2017/11

726 ﾊ 5 はしっこアンサンブル 5 木尾  士目 講談社 2020/09

726 ﾌﾞ 19 文豪ストレイドッグス　19、20 朝霧  カフカ KADOKAWA 2020/07

726 ﾌﾞ 3 ブラザー・トラップ 3 日向  きょう KADOKAWA 2019/09

コミック

卒業生の作品！

乱歩賞と清張賞をW受賞！


