
ラベル番号 書 名 著者 名 出版社 出 版 年

002 ｼﾞ 実践自分で調べる技術 宮内  泰介 岩波書店 2020/10

007.1 ｴ ＡＩ大図鑑 松尾豊／監修 ニュートンプレス 2020/12

007.1 ﾊ はじめてのAI 土屋  誠司 創元社 2020/08

007.6 ｶ 21 栢木先生の基本情報技術者教室 栢木 厚 技術評論社 2020/12

007.6 ｷ キタミ式イラストIT塾ITパスポート きたみ りゅうじ 技術評論社 2020/12

007.6 ｼ
初心者からちゃんとしたプロになる
HTML+CSS標準入門

おの  れいこ
エムディエヌコーポレー
ション

2020/03

007.6 ｽﾞ 図解まるわかりクラウドのしくみ 西村  泰洋 翔泳社 2020/09

007.6 ﾊ はじめてのAndroidプログラミング 金田  浩明 SBクリエイティブ 2020/12

031 ｷﾞ 21 ギネス世界記録　2021 クレイグ・グレンディ
角川アスキー総合研
究所

2020/11

070 ﾒ メディアが動かすアメリカ 渡辺  将人 筑摩書房 2020/09

140 ﾋ ひと目でわかる心のしくみとはたらき図鑑 ジョー・ヘミングス／編 創元社 2019/08

159 ｼﾞ 10代の「めんどい」が楽になる本 内田  和俊 KADOKAWA 2020/09

209 ｻ 1 漫画サピエンス全史 ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房新社 2020/11

220 ｼ 1 シルクロード全史 上・下 ピーター・フランコパン 河出書房新社 2020/11

238 ﾊﾞ バイキング
日経ナショナルジオグラ
フィック社

2020/12

289.3 ﾉ フォン・ノイマンの哲学 高橋  昌一郎 講談社 2021/02

290 ﾁ 地名の世界地図 21世紀研究会 文藝春秋 2020/09

情報科学・心理・歴史

（２０２１年１～３月受け入れ分の紹介）

『ブルーピリオド 1～９』
マンガ大賞2020を受賞した美術漫画を、最新号

まで一挙購入してみました。

美術に縁のない生活を送っていた高校生男子が、

あるきっかけで「絵を描くことの楽しさ」に目覚

め、美大受験に挑んでいく青春ストーリーです。

2021年にアニメ化決定。どんな作品かな、と

気になってる人はぜひ！

「スマホ脳」「なぜ僕らは働くの

か」等ベストセラーが入りました。

「推し、燃ゆ」「心淋し川」「オル

タネート」といった文学賞受賞作も受

け入れています。意外と(？)爆笑できる

「物理学者のすごい思考法」もオスス

メです！

友達と何かうまくいかない、やる気が出ない…そんな時に！

進路・資格コーナーを作りました
図書館のカウンター前、中央通路左側に「進路・資格コーナー」を作りました。

学部や職業選びに、資格試験チャレンジや試験勉強に役立つ本を集めています。

働き方、生き方についてのヒントになる本もあります。ちょっと将来のことを

考えてみようかなあと思った時に、ぜひ立ち寄ってみてください。



ラベル番号 書 名 著者 名 出版社 出 版 年

316 ﾛ ロヒンギャ危機 中西  嘉宏 中央公論新社 2021/01

329 ｺ 国際公務員になるには ぺりかん社 2020/11

331 ﾈ 値段がわかれば社会がわかる 徳田 賢二 筑摩書房 2021/02

333 ｾ 青年海外協力隊員になるには ぺりかん社 2020/12

361 ﾁ 地域学をはじめよう 山下  祐介 岩波書店 2020/12

361 ﾋ ひとはなぜ「認められたい」のか 山竹  伸二 筑摩書房 2021/01

361 ﾋ 人は見た目！と言うけれど 外川  浩子 岩波書店 2020/11

366 ｶ 過労死しない働き方 川人  博 岩波書店 2020/09

366 ﾅ なぜ僕らは働くのか 池上  彰 学研プラス 2020/03

366 ﾆ 21世紀の新しい職業図鑑 武井  一巳 秀和システム 2020/08

383 ｾ 世界の民族衣装図鑑 文化学園服飾博物館 ラトルズ 2019/06
392 ｼﾞ 自衛官になるには ぺりかん社 2020/12

ラベル番号 書 名 著者 名 出版社 出 版 年

410 ﾒ 目でみる数字 岡部  敬史 東京書籍 2020/08

420 ﾌﾞ 物理学者のすごい思考法 橋本  幸士 集英社インターナショ
ナル

2021/02

421 ﾖ よくわかる最新量子技術の基本と仕組み 若狭  直道 秀和システム 2020/11

430 ｺ 怖くて眠れなくなる化学 左巻  健男
PHPエディターズ・グ
ループ

2020/10

450 ﾁ 地球の自然と環境大百科 野口  正雄 原書房 2020/08

460 ｶ
カラー図解アメリカ版新・大学生物学の
教科書

デイヴィッド・サダヴァ 講談社 2021/02

480 土の中の美しい生き物たち 萩原  康夫 朝倉書店 2019/12

488 ﾃﾞ 電柱鳥類学 三上  修 岩波書店 2020/11

491 ｼﾞ 14歳からの生物学 サリー・ヒル／編 白水社 2020/09

491 ｽ スマホ脳 アンデシュ・ハンセン 新潮社 2020/11

493 ｶ 花粉症と人類 小塩 海平 岩波書店 2021/02

493 ﾊﾟ パンデミック = PANDEMIC ピーター・ムーア 丸善出版 2020/12

498 ｴ エンド・オブ・ライフ 佐々  涼子
集英社インターナショ
ナル

2020/02

ラベル番号 書 名 著者 名 出版社 出 版 年

500 ﾋ
ひと目でわかるテクノロジーのしくみとはたら
き図鑑

村上  雅人 創元社 2020/09

507.1 ﾊ はじめての発明 松本  奈緒美 新泉社 2020/08

509.2 ｿ そこに工場があるかぎり 小川 洋子 集英社 2021/01

509.6 ｽ すごい!品質検査 うえたに夫婦
PHPエディターズ・グ
ループ

2020/07

516.7 ｼ 新幹線を運行する技術 梅原  淳 SBクリエイティブ 2020/09

525 ｲ イラストでみる建築工事の墨出しマニュアル 大屋  準三 彰国社 2004/07

社会・教育・民俗

自然科学・医学

工業・建築・機械・家政学

今の自分が知ってる職業以外にも、何か道を見つけたい人へ

餃子作りを計算する！レゴで遊ぶ！物理学者の愉快な日常！

キモい！でも妙にカッコイイ！平気な人には堪らない１冊！？

町工場から大工場までを見学しまくる、ものづくりへの溢れる愛！



544 ﾃﾞ 電柱マニア 須賀  亮行 オーム社 2020/09

548.2 ﾁ 超カンタン！今どきの自作ＰＣ Ｉ Ｏ編集部／編集 工学社 2020/10

596 ﾋ ひきこもりグルメ紀行 カレー沢  薫 筑摩書房 2020/11

ラベル番号 書 名 著者 名 出版社 出 版 年

654 ｼﾞ 獣害列島 田中  淳夫  イースト・プレス 2020/10

664 ｻ 魚の疑問50 高橋  正征  成山堂書店 2020/11

675 ｸﾞ Good design file 高橋  克典 遊泳舎 2020/07

686 ﾃ 鉄道の基礎知識 所沢  秀樹 創元社 2020/12

請求記号 書 名 叢 書 名 著者名 出 版 者

702 ｾ 西洋美術とレイシズム 岡田  温司  筑摩書房 2020/12

706 ﾄ 東京のミュージアム100 新潮社 新潮社 2020/09

706 ﾉ 脳から見るミュージアム 中野  信子  講談社 2020/10

726 ｳ うつくしい博物画の記録 堀口  容子／訳 グラフィック社 2019/01

726 ｷ 基礎から実践まで全網羅背景の描き方 高原  さと SBクリエイティブ 2020/12

726 ｺ コンセプト別世界観のつくりかた 刈谷 仁美／絵 日貿出版社 2020/12

726 ﾏ マンガキャラ顔・髪型・表情入門 中村  仁聴 西東社 2020/03

727 ﾃﾞ デザイン偉人伝 松田  行正  左右社 2020/10

764 ﾊﾞ バンド クリープハイプ ミシマ社 2019/10

780 ﾐ 見えないスポーツ図鑑 伊藤  亜紗 晶文社 2020/10

783.1 ｶ 考えるバスケットボール!超自主練66 中川  直之 エクシア出版 2020/10

829 ｺ 高校生からの韓国語入門 稲川 右樹 筑摩書房 2021/02

ラベル番号 書 名 著者 名 出版社 出 版 年

913.6 ｱｲ 朝日堂オーダーメイド製本工房 相原 罫 KADOKAWA 2021/02

913.6 ｱｵ お探し物は図書室まで 青山  美智子 ポプラ社 2020/11

913.6 ｱｶ 34 緋弾のアリア　34 赤松  中学 KADOKAWA 2020/12

913.6 ｱｻ スター = Star 朝井  リョウ 朝日新聞出版 2020/10

913.6 ｳｻ 推し、燃ゆ 宇佐見  りん 河出書房新社 2020/09

913.6 ｴﾌﾞ 5分後に君とまた会えるラスト エブリスタ 河出書房新社 2020/07

913.6 ｵｵ 16
ダンジョンに出会いを求めるのは間違って
いるだろうか　16

大森  藤ノ SBクリエイティブ 2020/10

913.6 ｵﾝ 灰の劇場 恩田  陸 河出書房新社 2021/02

913.6 ｶﾄ オルタネート 加藤  シゲアキ 新潮社 2020/11

913.6 ｶﾏ 3-3 創約とある魔術の禁書目録　3 鎌池  和馬 KADOKAWA 2020/11

文学

商業・産業

芸術・スポーツ・語学

住処を奪われてるのは人間の方だった！？ 森林ジャーナリストによる警鐘

結成10年目を迎えた、尾崎世界観率いるバンドの聞き書きノンフィクション

小さな図書室を訪れた人たちが迎える、不思議な人生の転機

現役大学生が書いた、芥川賞受賞作。推してるアイドルがファンを殴って、それから。

NEWSメンバーによる小説が吉川英治文学新人賞受賞！



913.6 ｶﾜ 25 ソードアート・オンライン　25 川原  礫 KADOKAWA 2020/12

913.6 ｷﾀ 9 化学探偵Mr.キュリー　9 喜多  喜久 中央公論新社 2020/04

913.6 ｺﾞ 5分後に美味しいラスト エブリスタ 河出書房新社 2020/10

913.6 ｺﾞ 5分後に不思議の国のラスト エブリスタ 河出書房新社 2020/10

913.6 ｻｲ 心淋(うらさび)し川 西條  奈加 集英社 2020/09

913.6 ｼﾝ 元彼の遺言状 新川  帆立 宝島社 2021/01

913.6 ｽﾐ この気持ちもいつか忘れる 住野  よる 新潮社 2020/10

913.6 ﾃﾗ 水を縫う 寺地  はるな 集英社 2020/05

913.6 ﾅｶﾞ 4 風間教場 長岡  弘樹 小学館 2020/12

913.6 ﾅｷﾞ わたしの美しい庭 凪良  ゆう ポプラ社 2019/12

913.6 ﾆｼ 人類最強のヴェネチア 西尾  維新 講談社 2020/11

913.6 ﾇｶ 沖晴くんの涙を殺して 額賀  澪 双葉社 2020/09

913.6 ﾊﾀ ブルーヘブンを君に 秦  建日子 河出書房新社 2020/05

913.6 ﾋﾂ 17
ロクでなし魔術講師と禁忌教典(アカシッ
クレコード)　17～18

羊  太郎 KADOKAWA 2020/07

913.6 ﾋﾔ 野良犬の値段 百田  尚樹 幻冬舎 2020/12

913.6 ﾌｶ 最後のトリック 深水  黎一郎 河出書房新社 2014/10

913.6 ﾏﾙ 14 オーバーロード １４ 丸山  くがね KADOKAWA 2020/03

913.6 ﾐﾁ 風神の手 道尾  秀介 朝日新聞出版 2021/01

913.6 ﾑﾗ 9 コンビニたそがれ堂　9 村山  早紀 ポプラ社 2020/03

913.6 ﾓﾓ 5分後に意外な結末ベスト・セレクション 桃戸  ハル 講談社 2020/07

913.6 ﾓﾘ 1-
1

彼女は一人で歩くのか? 他
〈Wシリーズ１～９〉

森  博嗣 講談社 2015/10

913.6 ﾓﾘ 2-
1

それでもデミアンは一人なのか? 他
〈WWシリーズ１～４〉

森  博嗣 講談社 2019/06

913.6 ﾔﾅ アンブレイカブル 柳  広司 KADOKAWA 2021/01

913.6 ﾕｲ このラブレターが、君の所に届くまで 優衣羽 KADOKAWA 2020/12

913.6 ﾕｳ JR上野駅公園口 柳  美里 河出書房新社 2017/02

915.6 ﾜｶ 表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬 若林  正恭 文藝春秋 2020/10

930 ｼﾞﾖ ユリシーズ航海記 柳瀬  尚紀 河出書房新社 2017/06

933.7 ﾀﾝ 内なる町から来た話 ショーン・タン 河出書房新社 2020/08

933.7 ﾛﾘ イッカボッグ J.K.ローリング 静山社 2020/11

ラベル番号 書 名 著者 名 出版社 出 版 年

726 ｲ 1
犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい　1
～5

松本  ひで吉 講談社 2018/06

726 ｵ 10 ヲタクに恋は難しい　9～10 ふじた 一迅社 2021/03

726 ｹ 1 決してマネしないでください。　1～3 蛇蔵 講談社 2014/12

726 ﾀﾞ 10 ダンジョン飯　10 九井  諒子 KADOKAWA 2021/02

726 ﾊ 6 はたらく細胞　6【最終巻】 清水  茜 講談社 2021/02

726 ﾖ 18 幼女戦記 18～20 東條  チカ KADOKAWA 2020/04

コミック

『きみの膵臓をたべたい』作者が書くラブストーリー

『ハリーポッター』シリーズ作者の最新刊！

全国高校ビブリオバトルでグランドチャンプ本になりました


