
書　名 著　者 出版者 請求記号

あなたのスマホがとにかく危ない　元捜査一課が教えるSNS、デジタル犯

罪から身を守る方法
佐々木成三　著 祥伝社 007-サ

人工知能が変える仕事の未来 野村直之　著 日経BP 007-ノ

Pythonでつくるゲーム開発入門講座 廣瀬豪　著 ソーテック社 007-ヒ

10代からのプログラミング教室　できる!わかる!うごく! 矢沢久雄　著 河出書房新社 007-ヤ

スラスラ読めるＲｕｂｙふりがなプログラミング 高橋征義　監修　リブロワークス著 インプレス 007-リ

Googleサービスプロ技BESTセレクション リンクアップ　著 技術評論社 007-リ

繊細すぎてしんどいあなたへ　HSP相談室 串崎真志　著 岩波書店 141-ク

モヤモヤそうだんクリニック
池谷裕二　文　;　ヨシタケシンスケ

絵
NHK出版 159-イ

10代から考える生き方選び 竹信三恵子　著 岩波書店 159-タ

インスタ映えする戦国時代 スエヒロ　著 大和書房 210.4-ス

時空を越えて面白い！戦国武将の超絶カッコいい話 房野史典 三笠書房 210.4-ホ

高校生の就職試験’21年版　一般常識問題集 成美堂出版編集部 成美堂 307-セ

21年版　高校生よく出る一般常識問題集 成美堂出版編集部 成美堂 307-セ

議会制民主主義の活かし方　未来を選ぶために 糠塚康江　著 岩波書店 312-ヌ

数的推理が面白いほどわかる本 柴崎直孝　著 KADOKAWA 317-シ

未来を切り拓くための5ステップ　起業を目指す君たちへ 加藤崇　著 新潮社 335-カ

イラスト図解デマの心理学　怖い群集心理のメカニズム 齊藤勇　監修 宝島社 361.4-サ

「助けて」が言えない　SOSを出さない人に支援者は何ができるか 松本俊彦　編 日本評論社 361.4-マ

誰も教えてくれなかった子どものいない女性の生き方 くどうみやこ　著 主婦の友社 367.2-ク

親が知らない子どものスマホ　イマドキ中高生驚きのSNS&ネット事情 鈴木朋子　著 日経BP 367.6-ス

ひとりひとりの「性」を大切にする社会へ 遠藤まめた　著 新日本出版社 367.9-エ

マインドトーク　あなたと私の心の話 みたらし加奈　著 ハガツサブックス 367.9-ミ

あたいと他の愛 もちぎ　著 文藝春秋 367-9-モ

NEW !

１類　哲学（心理学・宗教など）

２類　歴史（各国の歴史・伝記・地理）

３類　社会科学（政治・経済・教育・民俗学など）

０類　総記（学問、情報科学、図書館など）
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生きていく力を育てる個別保健指導 岩田英樹　監修 東山書房 374-イ

養護教諭の行う健康相談
大谷尚子,　鈴木美智子,　森田光子

編著
東山書房 374-オ

これで解決!保健室経営Q&A 三木とみ子　編集代表 ぎょうせい 374-ミ

一人で思う、二人で語る、みんなで考える　実践!ロジコミ・メソッド
追手門学院大学成熟社会研究所

編
岩波書店 375-オ

レッスンごとに教科書の扱いを変えるTANABU　Modelとは　アウトプット

の時間を生み出す高校英語授業
金谷憲　編著　;　堤孝　著 アルク 375-カ

学校アップデート　情報化に対応した整備のための手引き
堀田龍也,　為田裕行,　稲垣忠,　佐

藤靖泰,　安藤明伸　著
さくら社 375-ホ

「教えない授業」の始め方 山本崇雄　著 アルク 375-ヤ

できちゃいました!フツーの学校 富士晴英とゆかいな仲間たち　著 岩波書店 376-フ

発達障害僕にはイラつく理由(ワケ)がある!
かなしろにゃんこ。　著　;　前川あさ美

監修・解説
講談社 378-カ

気になるあの子、気になるあのこと　保健室の先生に聞く 澤栄美　著 さくら社 378-サ

思春期の子どものこころがわかる25のQ&A　非行・心理の専門家が子育

ての悩みに答えます

名執雅子,　西岡潔子　編著　;　子

どもの未来応援団　企画・編集
ジアース教育新社 379-ナ

誰も知らない自衛隊のおしごと　地味だけれど大切。そんな任務に光あれ 岡田真理　著 扶桑社 392-オ

感染症、AI新時代を生き抜く科学知識の身につけ方　竹内薫の「科学

の名著」案内
竹内薫　著 徳間書店 403-タ

マンガでわかる今日からドヤれる科学リテラシー講座
くられ　原案・解説　;　くがほたる　マ

ンガ
化学同人 404-ク

学びなおし中学・高校物理　なるほど!自然界の"ルール"がよくわかる! ニュートンプレス 420-ニ

学びなおし中学・高校化学　中学から高校までの化学がとことんよくわか

る!
ニュートンプレス 430-ニ

自然散策が楽しくなる!日本の生きもの図鑑 成島悦雄,　多摩六都科学館　監修 池田書店 460-ナ

宇宙一わかりやすい高校生物 船登惟希　著 学研プラス 460-フ

植物のすさまじい生存競争　巧妙な仕組みと工夫で生き残る 田中修　著 SBクリエイティブ 471-タ

動物園から未来を変える　ニューヨーク・ブロンクス動物園の展示デザイン 川端裕人　本田公夫　著 亜紀書房 480-カ

免疫力を強くする　最新科学が語るワクチンと免疫のしくみ 宮坂昌之　著 講談社 491.8-ミ

世界中の女子が読んだ!からだと性の教科書

エレン・ストッケン・ダール,　ニナ・ブロック

マン　著　;　高橋幸子　医療監修

;　池田真紀子　訳

NHK出版 495-ス

図解でよくわかる歯のきほん　歯のしくみから病気、予防や治療、美容、

健康、歯科業界まで

柿本和俊,　隈部俊二,　神光一郎,

中塚美智子,　三上豊　著
誠文堂新光社 497-カ

2級土木施工管理技術検定試験問題解説集録版　学科・実地

2020年版
地域開発研究所 513-チ

食品ロスの大研究　なぜ多い?どうすれば減らせる? 井出留美　監修 PHP研究所 518-イ

ごみから考えるSDGs　未来を変えるために、何ができる? 織朱實　監修 PHP研究所 518-オ

クレイジーで行こう!　グーグルとスタンフォードが認めた男、「水道管」に挑む 加藤崇　著 日経BP社 518-カ

生ごみからエネルギーをつくろう! 多田千佳　ぶん　;　米林宏昌　え 農山漁村文化協会 518-タ

ゼロからはじめるZoom基本＆便利技 マイカ　著 技術評論社 547-マ

５類　技術．工学（環境・建築・生活・料理など）

４類　自然科学（数学・宇宙・地球・生物・植物・動物・医学など）



今すぐ使えるかんたんiMovie　[2018]改訂2版 山本浩司　著 技術評論社 547-ヤ

カラー図解最新Raspberry　Piで学ぶ電子工作　作る、動かす、しくみ

がわかる!
金丸隆志　著 講談社 549-カ

捨てられる食べものたち　食品ロス問題がわかる本 井出留美　著　;　matsu　絵 旬報社 588-イ

世界の郷土料理事典　全世界各国・300地域料理の作り方を通して知

る歴史、文化、宗教の食規定
青木ゆり子　著 誠文堂新光社 596-ア

料理の科学大図鑑

スチュアート・ファリモンド　著　辻静雄

料理教育研究所　日本語版監修;

熊谷玲美,　渥美興子　訳

河出書房新社 596-フ

食料・農業・農村の動向　令和元年度　食料・農業・農村施策　令和

2年度
[農林水産省] 601-ノ

タネの未来　僕が15歳でタネの会社を起業したわけ 小林宙　著 家の光協会 615-コ

基礎からわかるおいしいカキ栽培 倉橋孝夫,　大畑和也　著 農山漁村文化協会 625-ク

ブドウの作業便利帳　高品質多収と作業改善のポイント 高橋国昭,　安田雄治　著 農山漁村文化協会 625-タ

造園用語辞典
東京農業大学造園科学科　編　東

京農業大学地域環境科学部
彰国社 629-ト

植栽大図鑑　:　樹木別に配植プランがわかる 山﨑誠子　著 エクスナレッジ 629-ヤ

図説日本の樹木 鈴木和夫,　福田健二　編著 朝倉書店 653-ス

ふわとろ　SIZZLE　WORD「おいしい」言葉の使い方
B・M・FTことばラボ　編　ビーエムエフ

ティー
B・M・FT出版部 674-ヒ

マンガで読む絶望名人カフカの人生論
平松昭子　マンガ　;　頭木弘樹　監

修
飛鳥新社 726-ヒ

コピックで出来る！キャラクターを魅せる色の塗り方 緑華野菜子 グラフィック社 726-ミ

パワーアップ吹奏楽!チューバ 池田幸広　著
ヤマハミュージックメディ

ア
763-イ

パワーアップ吹奏楽!トランペット 上田じん　著
ヤマハミュージックメディ

ア
763-ウ

パワーアップ吹奏楽!ファゴット 鹿野智子　著
ヤマハミュージックメディ

ア
763-カ

パワーアップ吹奏楽！トロンボーン 郡恭一郎　著
ヤマハミュージックメディ

ア
763-コ

パワーアップ吹奏楽!パーカッション 竹島悟史　著
ヤマハミュージックメディ

ア
763-タ

パワーアップ吹奏楽！フルート 立花千春　著
ヤマハミュージックメディ

ア
763-タ

パワーアップ吹奏楽!サクソフォン 田中靖人　著
ヤマハミュージックメディ

ア
763-タ

パワーアップ吹奏楽!ユーフォニアム 深石宗太郎　著
ヤマハミュージックメディ

ア
763-フ

パワーアップ吹奏楽!クラリネット 松本健司　著
ヤマハミュージックメディ

ア
763-マ

パワーアップ吹奏楽！ホルン 丸山勉　著
ヤマハミュージックメディ

ア
763-マ

パワーアップ吹奏楽！オーボエ 宮村和宏　著
ヤマハミュージックメディ

ア
763-ミ

パワーアップ吹奏楽!楽器のメンテナンス

ヤマハアトリエ東京,　鷲見精一,　東

佳樹　監修　ヤマハミュージックジャパ

ン

ヤマハミュージックエンタ

テインメントホールディン

グスミュージックメディア

部

763-ヤ

僕たちに似合う世界 伊東歌詞太郎　著 KADOKAWA 767-イ

みんなが知りたかった最新ｅスポーツの教科書 岡安学　著 秀和システム 798-オ

６類　産業（農業・園芸・畜産・森林・水産・交通・通信など）

７類　芸術．美術（絵画・マンガ・写真・音楽・スポーツなど）



石関の今すぐ書ける看護・医療系小論文　大学受験小論文 石関直子　著 ナガセ 816-イ

やさしい韓国語で読む世界の名作文学　多読多聴の韓国語 韓国語学習ジャーナルhana編集部　編 インプレス 829-カ

やさしい韓国語で読む韓国の昔話　多読多聴の韓国語 韓国語学習ジャーナルhana編集部　編 インプレス 829-カ

英語日記BOY　:　海外で夢を叶える英語勉強法 新井リオ　著 左右社 830-ア

It might be an apple Shinsuke Yoshitake
Thames & Hudson

Ltd
837-ヨ

桜前線開架宣言   　Born after 1970現代短歌日本代表 山田航　編著 左右社 911.1-ヤ

天の川銀河発電所　Born　after　1968現代俳句ガイドブック 佐藤文香　編著 左右社 911.3-サ

外科室 泉鏡花　著　;　ホノジロトヲジ　絵 立東舎 913-イ

5分後に君とまた会えるラスト エブリスタ　編 河出書房新社 913-エ

七月に流れる花 恩田陸　著 講談社 913-オ

八月は冷たい城 恩田陸　著 講談社 913-オ

檸檬 梶井基次郎　著　;　げみ　絵 立東舎 913-カ

ソードアート・オンライン　22 川原礫　著 KADOKAWA 913-カ

僕の涙がいつか桜の雨になる 犀川みい　著 KADOKAWA 913-サ

女生徒 太宰治　著　今井キラ　絵 立東舎 913-タ

葉桜と魔笛 太宰治　著　紗久楽さわ　絵 立東舎 913-タ

世界の果てのこどもたち 中脇初枝　著 講談社 913-ナ

神さまのビオトープ 凪良ゆう　著 講談社 913-ナ

わたしの美しい庭 凪良ゆう　著 ポプラ社 913-ナ

きみの存在を意識する 梨屋アリエ　作 ポプラ社 913-ナ

スガリさんの感想文はいつだって斜め上〈3〉 平田　駒　著 河出書房新社 913-ヒ

空の青さを知る人よAlternative　Melodies 超平和バスターズ 原作  岬鷺宮 著 KADOKAWA 913-ミ

顔の見えない僕と噓つきな君の恋 望月拓海　著 講談社 913-モ

四畳半タイムマシンブルース 上田誠　原案　森見登美彦　著 KADOKAWA 913-モ

私とは何か　「個人」から「分人」へ 平野啓一郎　著 講談社 914-ヒ

すべての瞬間が君だった　きらきら輝いていた僕たちの時間 ハテワン　著　;　呉永雅　訳 マガジンハウス 929-ハ

青い眼がほしい トニ・モリスン　著　大社淑子　訳 早川書房 933-モ

もののあはれ ケン・リュウ　著　;　古沢嘉通　編・訳 早川書房 933-リ

母の記憶に ケン・リュウ　著　;　古沢嘉通　他訳 早川書房 933-リ

草を結びて環(たま)を銜えん ケン・リュウ　著　;　古沢嘉通　他訳 早川書房 933-リ

紙の動物園 ケン・リュウ　著　;　古沢嘉通　編・訳 早川書房 933-リ

エレナーとパーク レインボー・ローウェル 著 三辺律子 訳 辰巳出版 933-ロ

漂泊の王の伝説
ラウラ・ガジェゴ・ガルシア 作 松下直弘

訳
偕成社 963-カ

８類　言語（日本語・英語・その他の言語）

９類　文学（日本文学・各国の文学・詩・随筆など）


