
※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

【郷土】 【芸術】　絵画、マンガ、絵本、アニメ映画、スポーツ、娯楽

K-092.8-ﾅ はじめのはじまり　中村元博士　少年時代の作文集 中村元記念館東洋思想文化研究所‖編 720.8-ｻ 美男におわす 埼玉県立近代美術館‖編　島根県立石見美術館‖編

K-097.1-ｽ そりとむくり　彫刻家澄川喜一 澄川/喜一‖著 723-ｽ すぐわかる画家別印象派絵画の見かた 島田/紀夫‖監修

K-099.11-ﾜ 鴨山私考　石見相聞歌と柿本人麿の謎 渡邊/捷弘‖著 723.3-ｺ ゴッホ作品集 ゴッホ‖[画]　冨田/章‖著

【総記】　情報学 723.3-ﾋ ピカソとマティス　20世紀の扉を開いた絵画の冒険 高橋/明也‖監修

007.6-ﾏ ゲームプログラミングC++ Sanjay Madhav‖著 C-726.1-ｼ-6 はたらく細胞　06 清水/茜‖著

【哲学】　心理学、人生訓 C-726.1-ﾊ はたらく細胞BLACK　全8巻 原田/重光‖原作　初嘉屋/一生‖漫画

141.5-ｼ 情報を正しく選択するための認知バイアス事典 情報文化研究所‖著 E-726.6-ｾ おばけのてんぷら せな/けいこ‖作・絵

148.6-ｵ コーチングよりも大切なカウンセリングの技術 小倉/広‖著 E-726.6-ﾂ はじめてのおつかい 筒井/頼子‖さく　林/明子‖え

158-ｻ 友だちってなんだろう?　ひとりになる勇気、人とつながる力 齋藤/孝‖著 E-726.6-ﾖ りんごかもしれない ヨシタケ/シンスケ‖作

【歴史】　世界史 E-726.6-ﾚ ひとまねこざる H.A.レイ‖文,絵　光吉/夏弥‖訳

C-209-ｾ 世界の歴史　全20巻　まんが学習シリーズ 羽田/正‖監修 E-726.6-ﾜ しろくまちゃんのほっとけーき わかやま/けん‖[え]　森/比左志‖著　わだ/よしおみ‖著

【社会科学】　政治、経済、ジェンダー、福祉、教育、風俗習慣 757.3-ﾌ 新しいパーソナルカラーの教科書 二神/弓子‖著

314.8-ﾜ 選挙活動、ビラ配りからやってみた。　「香川1区」密着日記 和田/靜香‖著　小川/淳也‖取材協力 778.7-ｽ ジブリの立体建造物展　図録 スタジオジブリ‖編

333.8-ｸ 国谷裕子と考えるSDGsがわかる本 国谷/裕子‖監修 778.7-ﾐ 宮崎駿とジブリ美術館　全2巻 宮崎/駿‖[著]　スタジオジブリ‖編

333.8-ｼ 未来を変える目標SDGsアイデアブック Think the Earth‖編著 778.7-ﾋ 天職は、声優。 日高/のり子‖著

367.1-ﾊ あの時も「こうあるべき」がしんどかった　ジェンダー・家族・恋愛 パレットーク‖著　ケイカ‖マンガ 780.7-ｱ 筋肉の使い方・鍛え方パーフェクト事典 荒川/裕志‖著　石井/直方‖監修

367.2-ﾌ ぜんぶ運命だったんかい　おじさん社会と女子の一生 笛美‖著 781.4-ﾅ 部活で差がつく!ジュニア選手のためのストレッチ徹底バイブル 長畑/芳仁‖監修

369-ｲ-1 福祉がわかるシリーズ　全3巻 稲葉/茂勝‖著　池上/彰‖監修 781.4-ﾅ カチコチ体が10秒でみるみるやわらかくなるストレッチ 永井/峻‖著

369.26-ｻ 高齢者のための健康レクリエーション 斉藤/道雄‖編著

369.4-ｵ 最新保育サービス業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 大嶽/広展‖著

374.9-ｸ 保健室から見える親が知らない子どもたち 桑原/朱美‖著

375-ｴ SDGsダイバーシティBOOK　未来の授業 佐藤/真久‖監修　ETIC‖編集協力

375-ﾆ
アクティブ・ラーニング　調べ学習編　テーマの決め方から情報

のまとめ方まで
西岡/加名恵‖監修 786.8-ｼ

僕に居場所をくれたスケートボードが、これからの世

界のためにできること。
SHIMON‖著

375.1-ｲ 授業づくりの深め方　「よい授業」をデザインするための5つのツボ 石井/英真‖著

375.1-ｸ ティーチング・ポートフォリオ・チャート作成講座 栗田/佳代子‖著　吉田/塁‖著

375.1-ﾎ 一枚ポートフォリオ評価OPPA　一枚の用紙の可能性 堀/哲夫‖著 798.3-ﾄ 東大ナゾトレTHE BEST 松丸/亮吾‖監修

375.8-ｵ 高校国語新学習指導要領をふまえた授業づくり　理論編/実践編 大滝/一登‖著 【語学】　漢字、英語

375.8-ｵ 高校の国語授業はこう変わる　新学習指導要領対応 大滝/一登‖編著　高木/展郎‖編著 811.2-ｶ 漢検　漢字学習ステップ　3級/準2級/2級

E-386.1-ﾉ おばあちゃんのおせち/ななくさがゆ/ひなちらし/おはぎ 野村/たかあき‖作・絵 830.7-ｴ 英検　総合対策教本　3級/準2級/2級

【自然科学】　数学、地球科学、生物学、医学、栄養学 【文学】　日本の小説・エッセイ、韓国の小説

407-ｺ 暮らしの科学　50の実験 近/芳明‖著 B-909-ｻ <読む>という冒険　イギリス児童文学の森へ 佐藤/和哉‖著

407-ﾊ 「役に立たない」研究の未来 初田/哲男‖著　大隅/良典‖著　隠岐/さや香‖著　柴藤/亮介‖ナビゲーター 913.6-ｱ ヨンケイ!! 天沢/夏月‖著

414.1-ｻ コンパスと定規の数学　手で考える幾何学の世界 アンドルー・サットン‖著 B-913.6-ｺ ラブオールプレー　[1] 小瀬木/麻美‖[著]

452-ﾆ 海洋へのいざない 日本船舶海洋工学会 913.6-ﾐ エレジーは流れない 三浦/しをん‖著

460.7-ｽ 図鑑を見ても名前がわからないのはなぜか? 須黒/達巳‖著 B-913.6-ﾑ 女のいない男たち 村上/春樹‖著

490-ｵ 未来の医療で働くあなたへ 奥/真也‖著 913.68-ﾊ はじめての 島本/理生‖著　辻村/深月‖著　宮部/みゆき‖著　森/絵都‖著

B-490.1-ﾑ ケアとは何か　看護・福祉で大事なこと 村上/靖彦‖著 914.6-ﾔ 挑戦　常識のブレーキをはずせ 山中/伸弥‖著　藤井/聡太‖著

491.1-ｱ からだと筋肉のしくみ　世界一ゆる〜いイラスト解剖学 有川/譲二‖著・イラスト 929.1-ｲ ペイント イ/ヒヨン‖著　小山内/園子‖訳

491.1-ｱ からだの動くしくみ　世界一ゆる〜いイラスト解剖学 有川/譲二‖著・イラスト

498.34-ｸ いつでもどこでも不調をリセット!自律神経が整うゆる筋7秒ストレッチ 栗田/聡‖監修

498.55-ﾀ ひと目でわかる糖質量事典　[2021] 食のスタジオ‖編

【技術・工学】　環境問題、宇宙工学、情報工学、金属学、食品工業、料理

519-ｳ
これってホントにエコなの?　日常生活のあちこちで遭遇する

“エコ”のジレンマを解決
ジョージーナ・ウィルソン=パウエル‖著

B-519-ｸ 私たちのサステイナビリティ　まもり、つくり、次世代につなげる 工藤/尚悟‖著

519.1-ｴ
図解でわかるカーボンニュートラル　脱炭素を実現するクリーン

エネルギーシステム
エネルギー総合工学研究所‖編著

519.3-ｴ
図解でわかるカーボンリサイクル　CO2を利用する循環エネル

ギーシステム
エネルギー総合工学研究所‖編著

538.9-ｺ さばの缶づめ、宇宙へいく　鯖街道を宇宙へつなげた高校生たち 小坂/康之‖著　林/公代‖著

548.2-ﾌ
これ1冊でできる!ラズベリー・パイ超入門　Raspberry Pi

1+/2/3/4/400/Zero/Zero W/Zero 2 W対応
福田/和宏‖著

560-ﾀ
最新金属の基本がわかる事典　性質、加工、製造、表面

処理の基礎知識
田中/和明‖著

588-ﾅ 最新食品業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 中村/恵二‖著

588-ﾏ 食品業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書 松岡/康浩‖著　竹田/クニ‖著

596.65-ﾖ 材料5つでお店みたいなお菓子 吉川/文子‖著

【産業】　農業、漁業

610.7-ｾ
日本農業技術検定〈2級〉問題集　令和3年度版/令和2

年度版/平成30年度版
全国農業高等学校長協会 編

610.7-ｾ
日本農業技術検定〈3級〉問題集　令和3年度版/令和元

年度版/平成29年度版
全国農業高等学校長協会 編

612.1-ﾔ 図解知識ゼロからの現代農業入門 八木/宏典‖監修

616.2-ﾔ 図解知識ゼロからのコメ入門　生産 消費動向 制度 流通 文化 八木/宏典‖監修

619-ｵ Q&Aでよくわかる知識ゼロからの農産加工入門 尾崎/正利‖著

662.1-ﾊ 図解知識ゼロからの現代漁業入門 濱田/武士‖監修

３月１９日〜３月３１日に入った本

782.4-ｼ
ジュニアアスリートのための最強の跳び方「ジャンプ

力」向上バイブル
体育指導のスタートライン‖監修

783.2-ｴ
バレーボール勝利につながる「体づくり」競技力向上

トレーニング
NECレッドロケッツ‖監修

798.3-ｸ
クイズで88本ノック　最強クイズ集団からの“謎解き”

挑戦状
QuizKnock‖著

新着図書案内 令和４年度 第２号 令和４年５月１８日 益田翔陽高校図書館

「私だけの所有者」（島本

理生）を、YOASOBIの

「ミスター」を聞きながら

読もう！

福井県の高校生が、

宇宙食開発に挑む！！

クイズの出題者といえば東

大ナゾトレの松丸くん！

そして伊沢拓司さん率いる

「QuizKnock」！

その２つのクイズ本が入り

ました。

さあ、解けるかな！？

マンガや絵本も入ったよ！


