
所在 請求記号 書名 著者名 出版者
375/ハ 自宅学習の強化書 : 塾へ行かなくても成績が超アップ! 葉一 フォレスト出版
379.7/ト 東大教授が教える!デキる大人の勉強脳の作り方 池谷 裕二 日本図書センター
816.5/キ 学校推薦型選抜・総合型選抜だれでも上手に書ける小論文合格ノート 菊池 秀策 KADOKAWA

教師用 376.8/コ/2021 公立中高一貫校適性検査問題集 : 全国版  - 2021年度受検用 みくに出版
007.64/オ 小学6年生までのプログラミング授業が1冊でしっかりわかる本 岡田 哲郎 ソシム
069.4/タ ただいま収蔵品整理中! : 学芸員さんの細かすぎる日常 鷹取 ゆう 河出書房新社
031.4/ロ なんでも｢はじめて｣大全 : 人類と発明の物語 スチュワート･ロス 東洋経済新報社
159.5/ヨ よくできました! : こどもルールブック 齋藤 孝 日本図書センター
188.62/ニ 正々堂々 : 私が好きな私で生きていいんだ 西村 宏堂 サンマーク出版
407/カ 科学絵本の世界100 : 学びをもっと楽しくする ( 別冊太陽 ) 平凡社
289.3/ウ エデュケーション : 大学は私の人生を変えた タラ・ウェストーバー 早川書房
290.9/ナ もてなしとごちそう 中村 安希 大和書房
281.04/ホ ざんねんな日本史 本郷 和人 宝島社
291.09/ヒ 昭和遺産へ、巡礼1703景 平山 雄 303 BOOKS

290.1/マ 旅がもっと面白くなる地理の教科書 松本 穂高 ベレ出版
383.1/ナ イラストでわかるお江戸ファッション図鑑 撫子 凛 マール社
329.36/イ ガザ、西岸地区、アンマン : 「国境なき医師団」を見に行く いとう せいこう 講談社
371.42/フ FACESいじめをこえて NHK「FACES」プロジェクト KADOKAWA

345/タ 桃太郎のきびだんごは経費で落ちるのか? 高橋 創 ダイヤモンド社
316.8/シ 命がけの証言 清水 ともみ ワック
337.4/コ 紙幣と旅する : お札から見る世界の国々 高 康治 PHPエディターズ･グループ

333.82/カ カカ・ムラド〜ナカムラのおじさん ガフワラ 双葉社
457.87/イ いまさら恐竜入門 田中 康平 西東社
417/ヨ 難しい数式はまったくわかりませんが、確率・統計を教えてください! ヨビノリたくみ SBクリエイティブ
460/カ/1 カラー図解アメリカ版新･大学生物学の教科書  - 第1巻 ( ブルーバックス) D.サダヴァ 講談社
410/ク なっとくする数学記号 : π、e、iから偏微分まで ( ブルーバックス ) 黒木 哲徳 講談社
431.36/ゲ 元素とイオン ( ニュートンムック ) ニュートンプレス
421/ジ 次元 : 想像をこえる高次元の世界へ ( ニュートンムック ) ニュートンプレス
491.363/キ 筋肉 : 正しい知識で効率よくきたえよう! ( ニュートンムック ) ニュートンプレス
596/ム 祥子さんこの知恵、いただきます 村上 祥子 東京書籍
596.65/マ ゆーママのはからない家おやつ 松本 有美 KADOKAWA

596/タ 伝説の家政婦沸騰ワード10レシピ タサン志麻 ワニブックス
588.34/キ 「幸福のチョコレート」を探しにどこまでも 木野内 美里 新潮社

産業 629.21/ウ 美しい苔の庭 : 京都の庭園デザイナーがめぐる 烏賀陽 百合 エクスナレッジ
723.3/サ 366日風景画をめぐる旅 海野 弘 パイインターナショナル

709/ト 地球一周365日世界遺産絶景の旅 富井 義夫 いろは出版
778.77/ス/22 スタジオジブリ絵コンテ全集  - 22 スタジオジブリ
913.6/ア マツリカ･マトリョシカ 相沢 沙呼 KADOKAWA

913.6/イ 鬼の御伽 ( ⅡⅤ ) 板倉 俊之 ドワンゴ
913.6/キ/1 呪術廻戦 : 逝く夏と還る秋 ( JUMP J BOOKS ) 芥見 下々 集英社
913.6/キ/2 呪術廻戦 : 夜明けのいばら道 ( JUMP J BOOKS ) 芥見 下々 集英社
913.6/ク ははのれんあい 窪 美澄 KADOKAWA

913.6/サ 花は散っても 坂井 希久子 中央公論新社
913.6/シ サード・キッチン 白尾 悠 河出書房新社
913.6/ナ キャッシー 中森 明夫 文藝春秋
913.6/ヒ 階段にパレット 東 直子 ポプラ社
913.6/ホ/8～13 ハイキュー!!ショーセツバン!!  - 8 ～13( JUMP J BOOKS ) 古舘 春一 集英社
913.6/ユ 私のカレーを食べてください 幸村 しゅう 小学館
913.6/ヨ 湖の女たち 吉田 修一 新潮社
913.6/ワ クラゲ・アイランドの夜明け 渡辺 優 中央公論新社
914.6/セ 愛の倫理 : ｢自分を生ききる｣ということ 瀬戸内 寂聴 青春出版社
934.7/プ ぼく自身のノオト ヒュー･プレイサー 創元社
210.75/ハ 日本のいちばん長い日 半藤 一利 文藝春秋

367.1/ホ 女の子は本当にピンクが好きなのか 堀越 英美 河出書房新社
913.6/ア 小説ライアー×ライアー 金田一 蓮十郎 講談社
913.6/ア 六畳間のピアノマン 安藤 祐介 KADOKAWA

新  着  図  書　3月

生徒用

総記

哲学

歴
　
史

社
　
会

自
　
然

技
術

芸術

文
　
　
学

　
　
文
　
　
　
庫



913.6/ア サクラオト 彩坂 美月 集英社
913.6/ア マツリカ・マハリタ 相沢 沙呼 KADOKAWA

913.6/ア/1 小説の神様 : あなたを読む物語  - 上 相沢 沙呼 講談社
913.6/ア/2 小説の神様 : あなたを読む物語  - 下 相沢 沙呼 講談社
913.6/イ 四十九日のレシピ 伊吹 有喜 ポプラ社
913.6/イ あの冬、なくした恋を探して いぬじゅん ポプラ社
913.6/イ/3 いつか、眠りにつく日  - 3 いぬじゅん スターツ出版
913.6/オ モモコとうさぎ 大島 真寿美 KADOKAWA

913.6/カ まともじゃないのは君も一緒 : 小説版 [高田 亮‖脚本] 朝日新聞出版
913.6/カ 四十歳、未婚出産 垣谷 美雨 幻冬舎
913.6/キ 青矢先輩と私の探偵部活動 喜多 喜久 集英社
913.6/コ クララ殺し 小林 泰三 東京創元社
913.6/コ パラレルワールド 小林 泰三 角川春樹事務所
913.6/サ さよなら世界の終わり 佐野 徹夜 新潮社
913.6/サ 千年鬼 西條 奈加 徳間書店
913.6/サ わたしは告白ができない。 櫻 いいよ KADOKAWA

913.6/シ あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。 汐見 夏衛 スターツ出版
913.6/タ ありえないほどうるさいオルゴール店 瀧羽 麻子 幻冬舎
913.6/タ がらくた屋と月の夜話 谷 瑞恵 幻冬舎
913.6/タ/5 さくらい動物病院の不思議な獣医さん  - 5 竹村 優希 双葉社
913.6/タ/6 さくらい動物病院の不思議な獣医さん  - 6 竹村 優希 双葉社
913.6/テ 架空の犬と噓をつく猫 寺地 はるな 中央公論新社
913.6/ナ にらみ 長岡 弘樹 光文社
913.6/ナ 静おばあちゃんと要介護探偵 中山 七里 文藝春秋
913.6/ハ サンドの女 : 三人屋 原田 ひ香 実業之日本社
913.6/ヒ/10 薬屋のひとりごと  - 10 日向 夏 主婦の友インフォス

913.6/フ 彼女は僕の「顔」を知らない。 古宮 九時 KADOKAWA

913.6/ホ/1 ハイキュー!!ショーセツバン!! : 烏野高校・春 古舘 春一 集英社
913.6/ホ/2 ハイキュー!!ショーセツバン!! : 伊達工業/烏野高校・夏 古舘 春一 集英社
913.6/ホ/3 ハイキュー!!ショーセツバン!! : 音駒高校/烏野高校・夏 古舘 春一 集英社
913.6/ホ/4 ハイキュー!!ショーセツバン!! : 青葉城西/烏野高校・秋 古舘 春一 集英社
913.6/ホ/5 ハイキュー!!ショーセツバン!! : 白鳥沢学園/烏野高校・冬 古舘 春一 集英社
913.6/ホ/6 ハイキュー!!ショーセツバン!! : 梟谷&稲荷崎/烏野高校・冬 古舘 春一 集英社
913.6/マ しき 町屋 良平 河出書房新社
913.6/ミ 風神の手 道尾 秀介 朝日新聞出版
913.6/モ エミリの小さな包丁 森沢 明夫 KADOKAWA

913.6/ヤ 私の頭が正常であったなら 山白 朝子 KADOKAWA

913.6/ヤ トコとミコ 山口 恵以子 文藝春秋
913.6/ユ 僕らだって扉くらい開けられる 行成 薫 集英社
913.68/キ 京都であった泣ける話 朝比奈 歩 マイナビ出版
913.68/シ ショートショートドロップス 新井 素子 KADOKAWA

913.68/シ 小説の神様 : わたしたちの物語 : 小説の神様アンソロジー 相沢 沙呼ほか 講談社
913.68/タ 短編宇宙 集英社文庫編集部 集英社
913.68/チ 超短編!大どんでん返し 小学館文庫編集部 小学館
936/ヘ タイガーと呼ばれた子 : 愛に飢えたある少女の物語 トリイ・ヘイデン 早川書房
936/ヘ シーラという子 : 虐待されたある少女の物語 トリイ・ヘイデン 早川書房
943.6/ス アルプスの少女ハイジ ヨハンナ・シュピリ KADOKAWA

331.84/ト 値段がわかれば社会がわかる : はじめての経済学 徳田 賢二 筑摩書房
332.107/ミ 地域衰退 宮崎 雅人 岩波書店
783.47/サ 教えないスキル : ビジャレアルに学ぶ7つの人材育成術 佐伯 夕利子 小学館
316.8238/ナ ロヒンギャ危機 : 「民族浄化」の真相 中西 嘉宏 中央公論新社
319.04/モ テレビが伝えない国際ニュースの真相 茂木 誠 SBクリエイティブ
910.23/カ 平安男子の元気な!生活 川村 裕子 岩波書店
372.2576/エ SDGs時代の国際協力 : アジアで共に学校をつくる 西村 幹子 岩波書店
837/テ/2020-4 天声人語 - 2020冬 朝日新聞論説委員室 原書房
326.41/キ 死刑廃止を考える ( 岩波ブックレット) 菊田 幸一 岩波書店
369.31/シ 震災復興10年の総点検 ( 岩波ブックレット) 五十嵐 敬喜 岩波書店
726.1/ヨ/1～12 項羽と劉邦  - 1～12 横山 光輝 潮出版社
726.1/ヨ/1～30 三国志  - 1～30 横山 光輝 潮出版社

柱棚

コミック

　
　
文
　
　
　
庫

新
書

https://babelopac.meisei.ac.jp/Main/Book.aspx?book_id=TS10097083

