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新着図書案内 2018 年 9 月発行 

ラベル記号 タイトル 著者 出版社 

 

学問・情報 

002.7/キ 
必要な情報を手に入れるプロのコツ／祥伝社

黄金文庫 
喜多あおい 著 祥伝社 

019.9/タ 
マンガでわかるビブリオバトルに挑戦！／学

校・図書館で成功させる活用実践ガイド 

谷口忠大 マンガ原

案 監修 
さ・え・ら書房 

070.1/タ 
竹内政明の「編集手帳」傑作選／読売新聞朝

刊一面コラム／中公新書ラクレ 
竹内政明 著 中央公論新社 

071 朝日新聞縮刷版／2018-6／2018-7  朝日新聞社 

 

郷土資料 

098/カ 三重弁やん 神田卓朗 著 風媒社 

 

歴史・地理 

210.1/ヤ テーマ別だから理解が深まる日本史 山岸良二 監修 朝日新聞出版 

210.7/コ 
不死身の特攻兵／軍神はなぜ上官に反抗し

たか／講談社現代新書 
鴻上尚史 著 講談社 

210.7/ゴ １０代に語る平成史／岩波ジュニア新書 後藤謙次 著 岩波書店 

289.3/フ 
アンネ・フランクに会いに行く／岩波ジュニア

新書 
谷口長世 著 岩波書店 

290.9/コ じゃ、また世界のどこかで。 近藤大真 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

290/エ 
エピソードで読む世界の国２４３／２０１８ ２

０１９ 

エピソードで読む世

界の国編集委員会 

編 

山川出版社 

290/ミ マップス／新・世界図絵 

アレクサンドラ ミジェリ

ンスカ ／ダニエル ミ

ジェリンスキ 作・絵 

徳間書店児童書編集

部 訳 

徳間書店 

292.3/チ 地球の歩き方／Ｄ２１／ベトナム 
『地球の歩き方』編

集室 編集 

 

ダイヤモンド・ビ

ッグ社 

 

292.4/チ 地球の歩き方／Ｄ２５／インドネシア 

292.5/チ 
地球の歩き方／Ｄ２９／ネパールとヒマラヤト

レッキング 

297.8/イ 極北へ 石川直樹 著 毎日新聞出版 

 

社会 

331.8/マ 
市場って何だろう／自立と依存の経済学／ち

くまプリマー新書 
松井彰彦 著 筑摩書房 

333.8/シ 未来を変える目標ＳＤＧｓアイデアブック 
Ｔｈｉｎｋ ｔｈｅ Ｅａｒｔｈ 

編著 

Ｔｈｉｎｋ ｔｈｅ Ｅａ

ｒｔｈ 

336.4/タ 
先生は教えてくれない就活のトリセツ／ちくま

プリマー新書 
田中研之輔 著 筑摩書房 

336/セ コンビニ外国人／新潮新書 芹澤健介 著 新潮社 

337.2 ト 
東海の大学力／２０１９／週刊朝日ＭＯＯＫ／

東海エリアの志望校選びをサポート！  
朝日新聞出版 

351/ヤ 
日本国勢図会／２０１８／１９／日本がわかる

データブック 

矢野恒太記念会 

編集 

矢野恒太記念

会 

367.1/コ 戦う姫、働く少女／ＰＯＳＳＥ叢書 河野真太郎 著 堀之内出版 

372.4/ヤ チェンジ／私のウガンダ２０００日 山田優花 著 海竜社 

376.8/ミ 
教育学部／中高生のための学部選びガイド

／なるにはＢＯＯＫＳ 
三井綾子 著 ぺりかん社 

388.8/サ 誰も知らない世界のことわざ 
エラ フランシス・サ

ンダース 著イラスト 
創元社 

 

 

理科・医学 

407/オ 「食べられる」科学実験セレクション 尾嶋好美 著 
ＳＢクリエイティ

ブ 

451.9/イ いざというときに身を守る気象災害への知恵 伊藤佳子 著 求龍堂 

457/ツ 
リアルサイズ古生物図鑑／古生代編／古生

物のサイズが実感できる！ 
土屋健 著 技術評論社 

471.1/イ スイカのタネはなぜ散らばっているのか 稲垣栄洋 著 草思社 
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498.5/マ 医者が教える食事術最強の教科書 牧田善二 著 ダイヤモンド社 

 

技術・産業 

517.7 
ダムの歩き方／全国版／地球の歩き方ＪＡＰ

ＡＮ 
萩原雅紀 監修 

ダイヤモンド・

ビッグ社 

590/ナ 主夫になってはじめてわかった主婦のこと 中村シュフ 著 猿江商會 

596/マ 
誰でも１回で味が決まるロジカル調理／レシ

ピなしでおいしく作れるようになる 
前田量子 監修 主婦の友社 

 

芸術・スポーツ 

726.6/ウ チャレンジミッケ！／３／コレクション ウォルター・ウィック 

写真／ジーン・マルゾ

ーロ 文／糸井重里 

訳 

小学館 726.6/ウ 
お～いシーモア！／スペシャルなチャレンジミ

ッケ！ 

726.6/ウ ミッケ！／３／クリスマス 

726.6/セ ぼちぼちいこか／英語でもよめる 

マイク セイラー さく

／ロバート グロスマ

ン え／いまえよしと

も やく 

偕成社 

754.9/キ 
ふせんで作る１／４０の世界／スポーツモチ

ーフの型紙４２８点 
Ｋｉｌｌｉｇｒａｐｈ 著 青春出版社 

762.1/コ 
ティンパニストかく語りき／“叩き上げ”オーケ

ストラ人生 
近藤高顯 著 学研プラス 

779.1/ヤ 天才はあきらめた 山里亮太 著 朝日新聞出版 

780.69/ニ 
東京オリンピックのボランティアになりたい人

が読む本 
西川千春 著 イカロス出版 

783.4/ニ 勝利のルーティーン 西野朗 著 幻冬舎 

785.2/オ 

平常心のレッスン。／カナヅチでフツーのＯＬ

だったわたしがフリーダイビングで世界一にな

れた理由 

岡本美鈴 著 旬報社 

791/モ 
日日是好日／「お茶」が教えてくれた１５のし

あわせ 
森下典子 著 新潮社 

798/ス 大人が楽しい紙ペンゲーム３０選 すごろくや 著 スモール出版 

 

言語 

801.7/イ 
世界のあいさつことば学／「こんにちは」「が

んばれ」「ありがとう」などいっぱい 
稲葉茂勝 著 今人舎 

801.7/コ 
翻訳ってなんだろう？／あの名作を訳してみ

る／ちくまプリマー新書 
鴻巣友季子 著 筑摩書房 

802/ヨ なくなりそうな世界のことば 吉岡乾 著 創元社 

804/サ 翻訳できない世界のことば 
エラ フランシス・サ

ンダース 著イラスト 
創元社 

834/オ 似ている英語 
おかべたかし 文／

やまでたかし 写真 
東京書籍 

837 英語で話せる日本図鑑／楽しく英語が学べる 
永岡書店編集部 

編著 
永岡書店 

837/ア 天声人語／２０１７冬／２０１８春 
朝日新聞論説委員

室 編 
原書房 

854.4/ト 
おしゃべりがはずむフランスの魔法のフレー

ズ 
トリコロル パリ 著 白水社 

 

文学 

908/ド 
有名すぎる文学作品をだいたい１０ページくらい

の漫画で読む。 

ドリヤス工場 著 リイド社 908/ド 
必修すぎる文学作品をだいたい１０ページくらい

の漫画で読む。 

908/ド 
定番すぎる文学作品をだいたい１０ページくらい

の漫画で読む。 

 

小説 

913.6/アク 蜜柑／乙女の本棚 芥川龍之介 著 立東舎 

913.6/イケ 下町ロケット／[３]／ゴースト 池井戸潤 著 小学館 

913.6/イワ ジャパン・トリップ 岩城けい 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/エド 押絵と旅する男／乙女の本棚 江戸川乱歩 著 立東舎 

913.6/カジ 檸檬／乙女の本棚 梶井基次郎 著 立東舎 

913.6/カワ この嘘がばれないうちに 川口俊和 著 サンマーク出版 

913.6/キザ さざなみのよる 木皿泉 著 河出書房新社 
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913.6/キジ 
虹色デイズ／映画ノベライズ／集英社オレン

ジ文庫 
水野美波 原作 集英社 

913.6/キタ/1 空飛ぶ馬／創元推理文庫 北村薫 著 東京創元社 

913.6/サワ ぼぎわんが、来る／角川ホラー文庫 澤村伊智 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/シガ スマホを落としただけなのに／宝島社文庫 志駕晃 著 宝島社 

913.6/シマ ファーストラヴ 島本理生 著 文藝春秋 

913.6/タカ 送り火 高橋弘希 著 文藝春秋 

913.6/ダザ 女生徒／乙女の本棚 太宰治 著 立東舎 

913.6/チネ/1 
スフィアの死天使／天久鷹央の事件カルテ／

新潮文庫ｎｅｘ 
知念実希人 著 新潮社 

913.6/チネ/2 幻影の手術室／新潮文庫ｎｅｘ 知念実希人 著 新潮社 

913.6/チネ/3 甦る殺人者／新潮文庫ｎｅｘ 知念実希人 著 新潮社 

913.6/チネ/4 火焔の凶器／新潮文庫ｎｅｘ 知念実希人 著 新潮社 

913.6/ドバ 引っ越し大名三千里／ハルキ文庫 土橋章宏 著 
角川春樹事務

所 

913.6/トヨ 小説響－ＨＩＢＩＫＩ－／小学館文庫 柳本光晴 原作 小学館 

913.6/トヨ ＳＩＣＫ’Ｓ／恕乃抄／角川文庫 西荻弓絵 原案 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/ヌカ 風に恋う 額賀澪 著 文藝春秋 

913.6/ハヤ 
探偵ＡＩのリアル・ディープラーニング／新潮

文庫ｎｅｘ 
早坂吝 著 新潮社 

913.6/ヒラ ダイナー／ポプラ文庫 平山夢明 著 ポプラ社 

913.6/ホシ マイ国家／新潮文庫 星新一 著 新潮社 

913.6/ホン ｄｅｌｅ／２／角川文庫 本多孝好 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/マチ パンク侍、斬られて候／角川文庫 町田康 著 角川書店 

913.6/ミカ もってけ屋敷と僕の読書日記／新潮文庫ｎｅｘ 三川みり 著 新潮社 

913.6/ミナ ブロードキャスト 湊かなえ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/ミヤ ここはボツコニアン／１～５／集英社文庫 宮部みゆき 著 集英社 

913.6/ラ/ 星をつなぐ手／桜風堂ものがたり 村山早紀 著 ＰＨＰ研究所 

913.6/ヨシ 雲と鉛筆／ちくまプリマー新書 吉田篤弘 著 筑摩書房 

913.68/イジ 「いじめ」をめぐる物語／朝日文庫 江國香織 ほか 朝日新聞出版 

913.68/ダカ 
だから見るなといったのに／九つの奇妙な物

語／新潮文庫ｎｅｘ 
恩田陸 ほか 新潮社 

 

エッセイ・伝記 

914.6/ヒャ 逃げる力／ＰＨＰ新書 百田尚樹 著 ＰＨＰ研究所 

914.68/ホ ほんのきもち 朝吹真理子 ほか 扶桑社 

916/クボ あの日のオルガン／疎開保育園物語 久保つぎこ 著 朝日新聞出版 

916/ミズ 
顔ニモマケズ／どんな「見た目」でも幸せ

になれることを証明した９人の物語 
水野敬也 著 文響社 

 

海外小説 

933.7/オブ 本当の戦争の話をしよう／文春文庫 
ティム・オブライエン 

著／村上春樹 訳 
文芸春秋 

933.7/シア ガラスの封筒と海と 
アレックス シアラー 

著 
求龍堂 

936/ジェ アウシュヴィッツの歯科医 
ベンジャミン ジェイコ

ブス 著 
紀伊國屋書店 

 

図書館に置いて欲しい！読みたい本！は 

リクエストできます。 

図書館カウンターにあるリクエスト用紙に記入して、専用箱に入れるとリクエス

ト完了です。その本が届き次第、お知らせします。 

（Classi にてメッセージ連絡 または 呼び出し用紙、来館時に連絡など） 

本は、購入する場合もありますが、他の県立高校や公共図書館から貸出しても

らうこともあります。他の学校にどんな本があるのかは、図書館内のパソコンで

調べることができます。新しく出る本をいち早く予約したい場合も、リクエストを

出してください。ぜひ気軽にリクエストしてくださいね。 


