
請求記号 書 名 著者名 出 版 者
007 ｱ アプリケーションエンジニアになるには 小杉 眞紀 ぺりかん社
070 ﾌ フェイクニュースがあふれる世界に生きる君たちへ 森  達也 ミツイパブリッシング
141 ｱ あなたはこうしてウソをつく 阿部  修士  岩波書店
159 ｲ 言いにくいことはっきり言うにゃん -やられるまで待つなよ- Jam 笠間書院

請求記号 書 名 著者名 出 版 者
302 ｱ 22 朝日キーワード 2022 朝日新聞出版 朝日新聞出版
336 ｱ 22 朝日キーワード就職最新時事用語&一般常識 朝日新聞出版

361 ｼﾞ 実力も運のうち  -能力主義は正義か?- マイケル・サンデル 早川書房
366 ｶ 会社で働く 製品開発ストーリーから職種を学ぶ! 松井  大助  ぺりかん社
366 ｼﾞ 10代のための資格・検定 大泉書店 大泉書店
368 ﾁ 中高生からの防犯 武田  信彦 ぺりかん社
369 ｼ 社会福祉士・精神保健福祉士になるには 田中 英樹 ぺりかん社
374 ｼ 小学校教諭になるには 森川 輝紀 ぺりかん社
376 ｹ 経済学部 山下 久猛 ぺりかん社
376 ｺ 国際学部 三井 綾子 ぺりかん社
378 ﾄ 特別支援学校教諭になるには 松矢 勝宏 ぺりかん社

情報科学・心理・歴史

社会・教育・民俗

（２０２１年6～８月受け入れ分の紹介）

あたらしく図書館に入った本

『天体観測に魅せられた人たち』
エミリー・レヴェック著 原書房

コブラがいると知りながら暗室で観測写真の現像を敢行する、数

百億円もする天体望遠鏡を破損させるかもしれないのに再起動を

試みる ―― 天文学者たちの仰天するエピソードが、これでもか

と出てきます。

星空を見上げ、その謎を探ることに情熱を燃やす人々の、心温ま

る…？パワフルな日常を覗きつつ、そのひたむきな研究意欲に胸

を打たれる本です。秋の夜長にぜひ！

進路や進学の本、増えてます！
将来は○○になりたい！という進路選びに役立つ本「なるにはシリーズ」、新刊を追加しました。

その他、「会社で働く」といった業界シリーズや、学部選びの本も入っています。

カウンター前の【進路・資格コーナー】に並んでいるので、のぞいてみて下さいね！

就職試験や面接を受ける前に、知っておきたい時事情報を網羅！

各分野の一般常識も学べる便利な１冊です。



請求記号 書 名 著者名 出 版 者
407 ｶ 科学者になりたい君へ 佐藤  勝彦 河出書房新社
410 ｽ 14 数学ガールの秘密ノート 14 確率の冒険 結城  浩  SBクリエイティブ
410 ﾅ なっとくする数学記号 黒木  哲徳  講談社
410 ﾌ 深掘り！中学数学 -π、e、iから偏微分まで- 坂間 千秋 岩波書店
420 ｽ 数学ガールの物理ノート 結城  浩  SBクリエイティブ
430 ｾ 世界史は化学でできている -絶対に面白い化学入門- 左巻  健男  ダイヤモンド社
442 ﾃ 天体観測に魅せられた人たち エミリー・レヴェック 原書房
462 ｹﾞ ゲッチョ先生と行く沖縄自然探検 盛口  満 岩波書店
480 ｱ あえるよ！ 山と森の動物たち 今泉  忠明 、 帆 朝日出版社

請求記号 書 名 著者名 出 版 者
507 ﾍﾞ 弁理士になるには 藤井 久子 ぺりかん社
510.9 ｾ 世界の地下都市大解剖 マーク・オーブンデン 日経ナショナルジオグラフィック社

513 ﾄﾞ 土木施工管理の「なぜ?」がわかるQ&A 国沢  正和 オーム社
519 ｶ 環境専門家になるには 小熊みどり ぺりかん社
520 ｹ 建築家になりたい君へ 隈  研吾  河出書房新社
528.6 ﾎﾞ 防火・消火・耐火が一番わかる 榎本  満帆 技術評論社

726 ｶ 描きたい!!を信じる
少年ジャンプがどうしても伝えたいマンガの描き方

集英社 集英社

778 ｴ 映画表現の教科書
ジェニファー・ヴァン・シ
ル

フィルムアート社

請求記号 書 名 著者名 出 版 者
913.6 ｱｶ 1 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 上下 暁  佳奈 京都アニメーション
913.6 ｱﾏ ヨンケイ!! 天沢  夏月  ポプラ社
913.6 ﾐﾅ ドキュメント 湊  かなえ KADOKAWA
913.6 ｱｻ 文豪ストレイドッグス　太宰、中也、十五歳 朝霧  カフカ KADOKAWA
913.6 ｱｻ 文豪ストレイドッグスBEAST 朝霧  カフカ KADOKAWA
913.6 ｲﾌﾞ 雲を紡ぐ 伊吹  有喜 文藝春秋
913.6 ｵｵ 17 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　17 大森  藤ノ SBクリエイティブ
913.6 ｶｽﾞ 5-1 本好きの下剋上 第五部 女神の化身１～6 香月  美夜 TOブックス
913.6 ｶﾜ 7 ソードアート・オンラインプログレッシブ　7 川原  礫 KADOKAWA
913.6 ｷﾇ 2-4.5 ようこそ実力至上主義の教室へ 2年生編 4.5 衣笠  彰梧 KADOKAWA
913.6 ｻﾄ 2 メイジアン・カンパニー 2 佐島  勤 KADOKAWA
913.6 ｻﾜ 星落ちて、なお 澤田  瞳子 文藝春秋
913.6 ﾀﾁ 13 デート・ア・ライブ　13 橘  公司 KADOKAWA
913.6 ﾀﾏ 檸檬先生 珠川  こおり 講談社
913.6 ﾂｼﾞ 琥珀の夏 辻村  深月  文藝春秋
913.6 ﾂｼﾞ 青空と逃げる 辻村  深月  中央公論新社
913.6 ﾆｼ 死物語　上下 西尾維新 講談社
913.6 ﾆｼ 掟上今日子の鑑札票 西尾維新 講談社
913.6 ﾋｶﾞ 白鳥とコウモリ 東野  圭吾 幻冬舎
913.6 ﾋﾂ 1 ロクでなし魔術講師と禁忌教典 19 羊  太郎 KADOKAWA
933 ｲｼ クララとお日さま カズオ・イシグロ 早川書房
933 ﾏｷ 恋するアダム イアン・マキューアン 新潮社

ラベル番号 書 名 著者 名 出版社
726 ｶ 1 #神奈川に住んでるエルフ 鎧田 マイクロマガジン社
726 ﾀ 4 只野工業高校の日常　04 小賀  ちさと 集英社
726 ﾁ 47 ちはやふる　47 末次  由紀 講談社
726 ﾌﾞ 7 ブラザー・トラップ 　07 日向  きょう KADOKAWA
726 ﾌﾞ 21 文豪ストレイドッグス　21 朝霧カフカ、春河35 KADOKAWA
726 ﾖ 21 幼女戦記　21～22 東條  チカ KADOKAWA

コミック

自然科学・医学

工業・建築・機械・産業

文学

芸術・スポーツ

165回直木賞受賞作

現役高校生による文学賞受賞作

川崎がディスられ

まくりだけど、妙

にツボる…


