
※分類番号のアルファベットは別置の記号です。　　B⇒　文庫・新書コーナー　　S⇒　進路コーナー　　K⇒　郷土コーナー　　Ｒ⇒　レファレンスコーナー　　Ｅ⇒　絵本コーナー

分類記号 書　名 著　者 分類記号 書　名 著　者

【総記】　情報学、雑著 【芸術】　絵画、イラスト、絵本、スポーツ・体育

007.1-ｽ スッキリわかるPythonによる機械学習入門 須藤/秋良‖著　フレアリンク‖監修 723.3-ﾊ バンクシー バンクシー‖[画]　ジョン・ブランドラーほか‖著

007.6-ﾏ 最短距離でゼロからしっかり学ぶPython入門　必修編 Eric Matthes‖著 726.5-ｲ イラストレーション　2022 平泉/康児‖編

049-ﾎ 教養(インテリ)悪口本 堀元/見‖著 E-726.6-ﾀ やさいだいすきだワニ タンム・ニュウ‖文・絵　中川/ひろたか‖訳

【哲学】　哲学、人生訓 780.1-ｲ スポーツ選手なら知っておきたい「眼」のこと 石垣/尚男‖著

102.8-ｽ 図鑑世界の哲学者 サイモン・ブラックバーン‖監修 780.1-ｳ アスリートのメンタルケア　選手の心の悩みケースブック 内田/直‖編著

104-ﾅ 水中の哲学者たち 永井/玲衣‖著 780.1-ｺ 基礎から学ぶ!スポーツ救急医学 輿水/健治‖著

104-ﾌ 分解の哲学　腐敗と発酵をめぐる思考 藤原/辰史‖著 780.1-ﾀ 基礎から学ぶ!スポーツテーピング 高橋/仁‖編著

159-ｼ-2 多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。　続 Jam‖マンガ・文　名越/康文‖監修 780.1-ﾄ 基礎から学ぶ!スポーツ障害 鳥居/俊‖著

159-ﾀ 為末メソッド　自分をコントロールする100の技術 為末/大‖著 780.1-ﾅ 1から学ぶスポーツ生理学 中里/浩一ほか‖著

【歴史】　世界史、日本史、西洋史 780.1-ﾎ スポーツ生理学からみたスポーツトレーニング ジェイ・ホフマン‖著

209-ﾋ ビジュアルマップ大図鑑世界史 DK社‖編著 780.1-ﾐ 基礎から学ぶ!スポーツマッサージ 溝口/秀雪‖編著

210.58-ｵ 一冊でわかる幕末 大石/学‖監修 780.1-ﾔ スポーツアイシング 山本/利春ほか‖著

B-230-ｲ ヨーロッパ史入門　市民革命から現代へ 池上/俊一‖著 780.2-ｸ メディアスポーツ20世紀 黒田/勇‖著

【社会科学】　社会学、高齢者福祉、性問題、教育、食の風俗 780.7-ｱ 基礎から学ぶ!筋力トレーニング 有賀/誠司‖著

361.9-ｼ Numbers Don't Lie　世界のリアルは「数字」でつかめ! バーツラフ・シュミル‖著 780.7-ﾀ 背骨が通れば、パフォーマンスが上がる! 高岡/英夫‖著

367.7-ｺ 高齢者を身近な危険から守る本　防犯暮らし防災 森/透匡ほか‖監修 【言語】　日本語、英語

367.9-ﾆ 10代の妊娠　友だちもネットも教えてくれない性と妊娠のリアル にじいろ‖著 814-ﾆ 背筋がスッと伸びる日本語　一目置かれる人が使っている 西村/貴好‖著

369.26-ｲ 地域で取り組む高齢者のフレイル予防 辻/哲夫ほか‖編著 830-ｱ 『ジョジョの奇妙な冒険』で英語を学ぶッ!／　続 荒木/飛呂彦‖原作　北浦/尚彦‖訳・文

369.26-ｺ 高齢者のためのレクリエーションとゲーム　すぐに使える! 高齢者施設レクリエーション研究会‖編 830.7-ｳ 見るだけで英語ペラペラになるA4一枚英語勉強法 ニック・ウィリアムソン‖著

B-374.9-ﾌ 給食の歴史 藤原/辰史‖著 837.7-C Cuture Readers:Holidays シリーズ全20巻 series editer Casey Malarcher

383.8-ﾌ 縁食論　孤食と共食のあいだ 藤原/辰史‖著 837.7-ﾑ All About JAPAN ウィラマリー・ムーア‖著　ワイルズ一美‖画

383.8-ﾚ 歴史ごはん　信長、秀吉、家康たちが食べた料理 永山/久夫‖監修 837.7-ﾔ バイリンガルで読む日本の昔ばなし 安田/ゆり‖英文再話　Yoshinobu Sakakuraほか‖[画]

【自然科学】　科学、数学、医学、栄養学 837.7-ﾚ ジャパニーズ・セレブレーション ベティー・レイノルズ‖著

407-ﾔ アリエナイ工作事典 薬理凶室‖文・監修 837.7-ﾚ トーキョー・フレンズ　Tokyo no tomodachi ベティー・レイノルズ‖著

410-ｻ 解きたくなる数学 佐藤/雅彦ほか‖著 837.8-ﾐ 英語が話せる人はやっている魔法のイングリッシュルーティン Miracle Vell Magic‖著

493.1-ｺ 高齢者の体の変化と病気がわかる解剖生理学 竹内/修二ほか‖監修 【文学】　日本の小説、日本のルポルタージュ

493.1-ｾ ぜんぶわかる高齢者のからだと病気 秋下/雅弘‖監修 913.6-ｱ 正欲 朝井/リョウ‖著

493.7-ｶ 認知症世界の歩き方　認知症のある人の頭の中をのぞいてみたら? 筧/裕介‖著 913.6-ｱ 赤と青とエスキース 青山/美智子‖著

493.74-ｵ マンガでわかる愛着障害 岡田/尊司‖監修　松本/耳子‖漫画 913.6-ｱ 同志少女よ、敵を撃て 逢坂/冬馬‖著

913.6-ｲ スモールワールズ 一穂/ミチ‖著

913.6-ｲ 塞王の楯 今村/翔吾‖著

493.9-ﾀ 子どものための精神医学 滝川/一廣‖著 B-913.6-ｳ 鹿の王　全４巻／　鹿の王　水底の橋 上橋/菜穂子‖[著]

E-498.5-ﾅ いのちのたべもの 中川/ひろたか‖文 913.6-ｵ 残月記 小田/雅久仁‖著

498.5-ﾋ 食育の場をどうデザインするか　「深い学び」が動き出す! 平本/福子‖著 B-913.6-ｵ 蜜蜂と遠雷　上・下 恩田/陸‖[著]

B-498.56-ｼ 食べる時間でこんなに変わる時間栄養学入門 柴田/重信‖著 913.6-ﾁ 硝子の塔の殺人 知念/実希人‖著

498.58-ｵ 朝ごはんはすごい　一生太らない食べ方習慣 大島/菊枝‖著 913.6-ﾂ 闇祓 辻村/深月‖著

498.59-ｹ 健康寿命を延ばす高齢者の栄養と食事 成田/美紀‖監修 913.6-ﾅ 特許やぶりの女王　弁理士・大鳳未来 南原/詠‖著

【技術・工学】　土木工学、建築学、機械工学、電気工学、食品工業、食品・料理、住居 913.6-ﾆ 夜が明ける 西/加奈子‖著

S-510.7-ﾄ 初級中級土木職員公務員採用試験問題と解説 土木職採用試験問題研究会‖編 913.6-ﾏ 星を掬う 町田/そのこ‖著

529-ｺ インテリアデザイン　図解テキスト 小宮/容一ほか‖著 B-913.6-ﾏ みすゞと雅輔 松本/侑子‖著

531.9-ｷ 機械設計技術者のための基礎知識 機械設計技術者試験研究会‖編 916-ｴ ママがもうこの世界にいなくても　私の命の日記 遠藤/和‖著

531.9-ﾐ 次世代クラウドベース3DCAD Fusion 360操作ガイド
2022年版ベーシック編／2022年版アドバンス編／2021年版スーパーアドバンス編

三谷/大暁ほか‖共著

540.9-ｺ まるわかり電力システム改革 公益事業学会政策研究会‖編著

540.9-ﾀ そこが知りたい電力自由化　自然エネルギーを選べるの? 高橋/真樹‖著

548.2-ﾓ Raspberry Piクックブック Simon Monk‖著

549-ｺ
わかる!電子工作　「ロボットキット」がハンダなしで動かせる!

「M5Stick」「RaspberryPi」…「ロボットキット」
I O編集部‖編

B-549.8-ｱ 天野先生の「青色LEDの世界」 天野/浩‖著　福田/大展‖著

549.8-ｲ よくわかるLED・発光ダイオードのしくみ 伊藤/尚未‖著

588-ﾌ フードシステム 藤島/廣二ほか‖編集・執筆

596-ｶ 味・香り「こつ」の科学　おいしさを高める味と香りのQ&A 川崎/寛也‖著

E-596-ｸ たべるたべるたべること くすのき/しげのり‖作　小渕/もも‖絵

596-ﾉ 農林水産省職員直伝「食材」のトリセツ

E-596.3-ﾅ ごはんのにおい 中川/ひろたか‖文　岡本/よしろう‖絵

596.7-ﾓ THE COFFEE BOOK アネット・モルドヴァ‖著

597-ﾏ スタイルで選ぶマンション・インテリアの教科書 町田/ひろ子‖監修

【産業】　農業

611-ｼ
農業がわかると、社会のしくみが見えてくる　高校生からの食と

農の経済学入門
生源寺/眞一‖著

611.1-ｽ 食料・農業の深層と針路　グローバル化の脅威・教訓から 鈴木/宣弘‖著

611.3-ｲ 図解でわかる14歳から知る食べ物と人類の1万年史 インフォビジュアル研究所‖著

611.3-ｼ 「いただきます」を考える　大切なごはんと田んぼの話 生源寺/眞一‖著

613.5-ｶ 環境・資源・健康を考えた土と施肥の新知識 後藤/逸男ほか‖著

614.8-ｱ 農業機械の構造と利用 藍/房和‖[ほか]著

616.61-ﾉ 農家が教えるトウモロコシつくりコツと裏ワザ 農文協‖編

C-493.74-ﾓ
高校生のわたしが精神科病院に入り自分のなかの神様とさ

よならするまで
もつお‖著

２月９日～２月２８日に入った本

新着図書案内 R3 ⑦ 令和４年３月１１日 益田翔陽高校図書館

学科・教科の先生選定の本がたくさん入りました！

学科、教科、保健相談部の先生たちが選んだ本が、たくさん入っています。

課題研究や学習に役立つ本、好奇心をくすぐる本など盛りだくさんです！

「本屋大賞2022」ノミネート本が揃ってます！

既に入っていた2冊に下記の8冊を入れて、10作品すべて図書館に入りま

した。どれが大賞をとるか、予想してみませんか。

『赤と青とエスキース』

『同志少女よ、敵を撃て』

『残月記』 『硝子の塔の殺人』

『夜が明ける』 『星を掬う』

『スモールワールズ』 『正欲』


