
所在 請求記号 書名 著者名 出版者

参考資料 071/ア/2021-7 朝日新聞縮刷版  - 2021-7 朝日新聞社

312.9/ハ 世界史と時事ニュースが同時にわかる新地政学 長谷川 敦 朝日新聞出版

376.8/ゼ 全試験対応!わかる・書ける・受かる超思考力 善方 威 かんき出版

376.8/ナ/(18） 農学部 : 中高生のための学部選びガイド ( なるにはBOOKS ) 佐藤 成美 ぺりかん社

816.5/ゴ 小論文問題集・分析集：私立大学・推薦 2021 学研アソシエ 学力開発事業部

816.5/ヒ 試験にでる小論文｢10大テーマ｣の受かる書き方 樋口 裕一 青春出版社

830.7/エ 英語4技能の勉強法をはじめからていねいに : 大学受験 安河内 哲也 ナガセ

374.96/ム 新型コロナウイルスに対する学校の感染対策 武藤 義和 丸善出版

809.6/コ じぶんで考えじぶんで話せるこどもを育てる哲学レッスン 河野 哲也 河出書房新社

007.3/ク 機械カニバリズム : 人間なきあとの人類学へ 久保 明教 講談社

049/オ 大人も知らない?ふしぎ現象事典 ｢ふしぎ現象｣研究会 マイクロマガジン社

141.34/ヨ 1日1分見るだけで記憶力がよくなるすごい写真 吉野 邦昭 SBクリエイティブ

159.7/サ 本当の「心の強さ」ってなんだろう? : 一生を支える折れないメンタルのつくり方 齋藤 孝 誠文堂新光社

159/ニ 君の人生は大丈夫か? 西本 剛己 幻冬舎メディアコンサルティング

210.4/ユ ゆるい日本史 鎌倉〜室町〜戦国時代 本郷 和人 小学館

210.7/カ 戦争まで : 歴史を決めた交渉と日本の失敗 加藤 陽子 朝日出版社

210/ハ 日本の装束解剖図鑑 八條 忠基 エクスナレッジ

281/ト 東大教授がおしえるさらに!やばい日本史 本郷 和人 ダイヤモンド社

283.5/イ フランス革命の女たち : 激動の時代を生きた11人の物語 池田 理代子 新潮社

289.1/ヤ 線路は続くよどこまでも : 手足3本失った僕がどん底から希望を見るまでのすべて 山田 千紘 廣済堂出版

289.3/ジ 世界でいちばん幸せな男 エディ・ジェイク 河出書房新社

290.93/セ 世界のすごい巨像 : 巨仏・巨神・巨人。 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

291.36/チ 地球の歩き方aruco東京で楽しむ韓国 地球の歩き方

318.6/カ 持続可能な地域のつくり方  実践地方創生×SDGs 筧 裕介 英治出版

335.13/ワ 私らしく生きる19の方法 : もっと輝きたい女性へ Rashisa出版 Rashisa出版

335.89/コ ｢20円｣で世界をつなぐ仕事 : 想いと頭脳で稼ぐ新しい働き方 小暮 真久 ダイヤモンド社

335/ヤ 全米ナンバーワンビジネススクールで教える起業家の思考と実践術 山川 恭弘 東洋経済新報社

361.4/ミ 見た目が気になる : 「からだ」の悩みを解きほぐす26のヒント 河出書房新社 河出書房新社

368.65/イ 万引き : 犯人像からみえる社会の陰 伊東 ゆう 青弓社

116/パ パラドックス  - 数学編 ( ニュートンムック) ニュートンプレス

116/パ パラドックス  - 宇宙・物理編 ( ニュートンムック  ) ニュートンプレス

410.4/ツ 数学とはどんな学問か? ( ブルーバックス ) 津田 一郎 講談社

410.79/ス 数学パズル  ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

410/ス 数学の世界  - 教養編 ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

417/ベ ベイズ統計 ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

448.9/ヤ GIS地理情報システム 矢野 桂司 創元社

451/サ 3時間でわかる天気予報 ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

452.24/ガ インド洋 : 日本の気候を支配する謎の大海 ( ブルーバックス ) 蒲生 俊敬 講談社

474.85/フ 不思議で怪しいきのこのはなし ホクトきのこ総合研究所 清水書院

489.6/ナ クジラの骨と僕らの未来 中村 玄 理論社

491.37/ス 睡眠の教科書 :  ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

493.74/マ 世界一やさしい依存症入門 松本 俊彦 河出書房新社

498.54/ウ まんがで簡単にわかる!日本人だけが知らない汚染食品 内海 聡 ユサブル

歴史

社会

新着図書　9月

教師用

生徒用

総記

哲学

自然

自然



所在 請求記号 書名 著者名 出版者

498.56/シ 食べる時間でこんなに変わる時間栄養学入門 ( ブルーバックス ) 柴田 重信 講談社

498.6/カ 分水嶺 : ドキュメントコロナ対策専門家会議 河合 香織 岩波書店

499/ク くすりの科学  ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

780.19/キ 筋肉の科学知識 ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

518.54/フ ごみ収集とまちづくり : 清掃の現場から考える地方自治 藤井 誠一郎 朝日新聞出版

596/カ まるごとレモン : ベストレシピBOOK 河井 美歩 家の光協会

611.98/ナ ダンス・イン・ザ・ファーム : 周防大島で坊主と農家と他いろいろ 中村 明珍 ミシマ社

666.6/ヤ 宇宙マグロのすしを食べる : 魔法の水｢好適環境水｣誕生物語 山本 俊政 旬報社

723.1/イ 自閉症の画家が世界に羽ばたくまで 石村 和徳 扶桑社

723/サ 366日絵のなかの部屋をめぐる旅 海野 弘 パイインターナショナル

726.5/ヤ WONDERLAND : 八館ななこ作品集 八館 ななこ パイインターナショナル

726.6/テ それでも僕は夢を見る 水野 敬也 文響社

726.9/リ いつでも君のそばにいる : 葉っぱ切り絵コレクション リト＠葉っぱ切り絵 講談社

783.47/ウ ウチダメンタル : 心の幹を太くする術 内田 篤人 幻冬舎

786.1/コ デス・ゾーン : 栗城史多のエベレスト劇場 河野 啓 集英社

913.6/ア みとりねこ 有川 ひろ 講談社

913.6/ウ 変な家 雨穴 飛鳥新社

913.6/オ 花束は毒 織守 きょうや 文藝春秋

913.6/サ 最終飛行 佐藤 賢一 文藝春秋

913.6/チ 硝子の塔の殺人 知念 実希人 実業之日本社

913.6/ニ/1 死物語  - 上 <物語>シリーズ; 28 西尾 維新 講談社

913.6/ニ/2 死物語  - 下 <物語>シリーズ; 29 西尾 維新 講談社

913.6/マ うつくしが丘の不幸の家 町田 そのこ 東京創元社

913.6/マ わたしのいないテーブルで : デフ･ヴォイス 丸山 正樹 東京創元社

913.6/ミ ドキュメント 湊 かなえ KADOKAWA

913.6/ヤ ブレイクニュース 薬丸 岳 集英社

913.6/ヤ ボーダレス・ケアラー : 生きてても、生きてなくてもお世話します 山本 悦子 理論社

913.6/ヤ ミラーワールド 椰月 美智子 KADOKAWA

913.6/ユ 小説映画子供はわかってあげない 田島 列島 講談社

914.6/ウ 海をあげる 上間 陽子 筑摩書房

914.6/フ ねじねじ録 藤崎 彩織 水鈴社

914.6/ベ/2021 ベスト･エッセイ  - 2021 日本文芸家協会 光村図書出版

915.6/フ ゼロエフ = 0f 古川 日出男 講談社

923.7/リ 武漢病毒(ウイルス)襲来 廖 亦武 文藝春秋

929.13/ソ 三十の反撃 ソン ウォンピョン 祥伝社

953.7/サ 星の王子さま : 日本一わかりやすい サン=テグジュペリ ロングセラーズ

289.3/タ ココ・シャネル女を磨く言葉 高野 てるみ PHP研究所

913.6/ア こちら副業推進部、事件です 阿部 考二 宝島社

913.6/ア 鏡じかけの夢 秋吉 理香子 新潮社

913.6/ア 午前零時のサンドリヨン 相沢 沙呼 東京創元社

913.6/イ 彼女が花に還るまで 石野 晶 双葉社

913.6/カ かすがい食堂 伽古屋 圭市 小学館

913.6/カ さよなら、ムッシュ 片岡 翔 小学館

913.6/タ ゆっくりおやすみ、樹の下で 高橋 源一郎 朝日新聞出版

913.6/タ 左京区桃栗坂上ル 瀧羽 麻子 小学館
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913.6/タ 心が折れた夜のプレイリスト 竹宮 ゆゆこ 新潮社

913.6/ダ パンドラの匣 太宰 治 新潮社

913.6/チ 久遠の檻 ( 天久鷹央の事件カルテ ; 7 ) 知念 実希人 新潮社

913.6/ナ 偶然屋  - [1] 七尾 与史 小学館

913.6/ヌ 宿命と真実の炎 貫井 徳郎 幻冬舎

913.6/ヒ 影法師 百田 尚樹 講談社

913.6/ホ 活版印刷三日月堂  - [1] ほしお さなえ ポプラ社

913.6/ユ ウツボカズラの甘い息 柚月 裕子 幻冬舎

913.68/ア あなたの後ろにいるだれか : 眠れぬ夜の八つの物語 恩田 陸 新潮社

916/カ パリの国連で夢を食う。 川内 有緒 幻冬舎

916/ホ 不滅のワイルズ 穂積 良洋 文芸社

933.7/ヒ ヒロシマ・ボーイ 平原直美 小学館

933.7/モ 青い城 モンゴメリ 角川書店

007.35/フ 内側から見た「AI大国」中国 : アメリカとの技術覇権争いの最前線 福田 直之 朝日新聞出版

150.23/ロ 尊厳 : その歴史と意味 マイケル・ローゼン 岩波書店

159/ク すべてはノートからはじまる : あなたの人生をひらく記録術 倉下 忠憲 星海社

210.45/ス 中先代の乱 : 北条時行、鎌倉幕府再興の夢 鈴木 由美 中央公論新社

312.22/オ 香港デモ戦記 小川 善照 集英社

367.75/サ 潜入･ゴミ屋敷 : 孤立社会が生む新しい病 笹井 恵里子 中央公論新社

374/セ 教師と学校の失敗学 : なぜ変化に対応できないのか 妹尾 昌俊 PHP研究所

440.2/ワ 古代文明と星空の謎 渡部 潤一 筑摩書房

490.15/サ 心とからだの倫理学 : エンハンスメントから考える 佐藤 岳詩 筑摩書房

588.09/カ 1キロ100万円の塩をつくる : 常識を超えて｢おいしい｣を生み出す10人 川内 イオ ポプラ社

611.38/ヒ 食べものから学ぶ世界史 : 人も自然も壊さない経済とは? 平賀 緑 岩波書店

626.48/ノ 1本5000円のレンコンがバカ売れする理由 野口 憲一 新潮社

626.54/シ なぜネギ1本が1万円で売れるのか? 清水 寅 講談社

810/コ 国語をめぐる冒険 渡部 泰明 岩波書店

159.7/ミ ミライを生きる君たちへの特別授業 ( 岩波ジュニアスタートブックス ) ジュニスタ編集部 岩波書店

302/イ なぜ世界を知るべきなのか ( 小学館YouthBooks ) 池上 彰 小学館

388.1/サ 妖怪がやってくる ( 岩波ジュニアスタートブックス ) 佐々木 高弘 岩波書店

518.85/ガ 街路樹は問いかける : 温暖化に負けない<緑>のインフラ ( 岩波ブックレット ) 藤井 英二郎 岩波書店

519.81/ナ 里山危機 : フォト・レポート : 東北からの報告 ( 岩波ブックレッ ) 永幡 嘉之 岩波書店

837/テ/2021-2 天声人語 - 2021夏 朝日新聞論説委員室 原書房

726.1/ク ひきだしにテラリウム 九井 諒子 イースト・プレス

726.1/ゴ/1 逃げ上手の若君  - 1 松井 優征 集英社

726.1/コ/40 宇宙兄弟  - 40 小山 宙哉 講談社

726.1/ス/47 ちはやふる  - 47 末次 由紀 講談社

726.1/タ THIS ONE SUMMER マリコ・タマキ 岩波書店

726.1/タ/1-4 弟の夫  - 1-4 田亀 源五郎 双葉社
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