
請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月

007.6 ｻ 再発見の発想法 結城  浩 SBクリエイティブ 2021/03

159 ｲ 1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書 藤尾  秀昭 致知出版社 2020/11

請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月

336 ﾃﾞ
出るとこだけ！情報セキュリティマネジメントテキスト&問
題集

橋本 祐史 翔泳社 2021/02

366 ｼ

仕事選びのアートとサイエンス 不確実な時代の天職探し 山口  周 光文社 2019/03

367 ｵ 女の子はどう生きるか 教えて、上野先生！ 上野  千鶴子 岩波書店 2021/01

請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月

460 ｶ 2 カラー図解アメリカ版新・大学生物学の教科書 2、3巻 デイヴィッド・サダヴァ 講談社 2021/03

498 ｴ 「エビデンス」の落とし穴 松村  むつみ 青春出版社 2021/02

情報科学・心理・歴史

社会・教育・民俗

自然科学・医学

（２０２１年４～５月受け入れ分の紹介）

あたらしく図書館に入った本

『52ヘルツのクジラたち』

2021年本屋大賞 受賞作が入りました。

タイトルの「52ヘルツのクジラ」とは、他のクジラが聞き

取れない周波数で鳴く、めずらしいクジラのこと。

世界でただ一頭しかいないそのクジラは、たとえ鳴いても、

誰にも理解されない…。孤独な者どうしが出会った時、物

語が新たに始まります。

予約集中の人気作です、早めに申し込みを！

小～高の学習指導要領、入りました
将来は学校の先生になりたい！という人のために、小学校から高校までの各科の学習指導要領を

購入しました。本のラベル番号は375、教育の棚に置いてあります。

課題研究などで、将来の授業計画作りに挑戦したい人は、ぜひ手に取ってみてください。

注目の独立研究者による、幸福になるための仕事選び

MITなどアメリカの名門大学が採用する教科書



請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月

513 ｼ 詳解2級土木施工管理技術検定過去6回問題集
コンデックス情報研
究所／編著

成美堂出版 2021/03

525 ｼ 詳解2級建築施工管理技術検定過去6回問題集
コンデックス情報研
究所／編著

成美堂出版 2021/03

544.0 ﾃﾞ 電気工事施行管理技術テキスト 地域開発研究所 地域開発研究所 2020/12

627 ｴ エアプランツとその仲間たちブロメリアハンドブック 藤川  史雄 双葉社 2013/06

627 ﾊ はじめての多肉植物栽培 松山  美紗 パイインターナショナル 2020/04

請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月

726 ｸ CLIP STUDIO PAINT PRO公式ガイドブック セルシス
エムディエヌコーポレー
ション

2020/11

753 ｸ 草木染め大全 箕輪  直子 誠文堂新光社 2010/09

778 ｼ ショートアニメーションメイキング講座 吉邉  尚希 技術評論社 2017/03

786 ﾄﾞ 洞窟ばか すきあらば、前人未踏の洞窟探検 吉田  勝次 扶桑社 2021/05

798 ﾄ 東大ナゾトレ SEASON2第6巻 松丸  亮吾 扶桑社 2021/02

請求記号 書 名 著者名 出 版 者 出版年月

913.6 ｱｵ むかしむかしあるところに、死体がありました。 青柳  碧人 双葉社 2019/04

913.6 ｱｼ 汚れた手をそこで拭かない 芦沢  央  文藝春秋 2020/09

913.6 ｳﾌﾞ アクティベイター 冲方  丁  集英社 2021/01

913.6 ｳﾔ 桜のような僕の恋人 宇山  佳佑 集英社 2017/02

913.6 ﾅｷﾞ 滅びの前のシャングリラ 凪良  ゆう 中央公論新社 2020/10

913.6 ﾊﾞﾊﾞ 1 蜘蛛ですが、なにか?　1～5 馬場  翁 KADOKAWA 2015/12

913.6 ﾌｶ この本を盗む者は 深緑  野分 KADOKAWA 2020/10

913.6 ﾌｾ 18 転生したらスライムだった件 18 伏瀬 マイクロマガジン社 2021/04

913.6 ﾏﾁ 52ヘルツのクジラたち 町田  そのこ 中央公論新社 2020/04

913.6 ﾐｳ エレジーは流れない 三浦  しをん 双葉社 2021/04

933.7 ｵ ザリガニの鳴くところ ディーリア・オーエンズ 早川書房 2020/03

933.7 ｷﾝ ゴールデンボーイ 恐怖の四季春夏編 スティーブン・キング 新潮社 1988/03

933.7 ｷﾝ

スタンド・バイ・ミー 恐怖の四季秋冬編 スティーブン・キング 新潮社 1987/03

933.7 ﾊﾞｼﾞ 時計じかけのオレンジ アントニイ・バージェス 早川書房 2008/09

ラベル番号 書 名 著者 名 出版社 出版年月

726 ｲ 6 犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい 6 松本  ひで吉 講談社 2021/04

726 ｾ 19 聖(セイント)☆おにいさん 19 中村  光  講談社 2021/03

726 ﾏ 15 魔法使いの嫁  15 ヤマザキ  コレ マッグガーデン 2021/03

コミック

工業・建築・機械・産業

文学

芸術・スポーツ

映画を観た人は、ぜひ原作にもチャレンジ！

本屋大賞の翻訳小説

部門の受賞作！

探検家の

衝撃日常


