
【哲学】 

104『水中の哲学者たち』 

永井玲衣/著 晶文社 

104『<ひと>の現象学』 

鷲田清一/著 筑摩書房 

【心理学】 

146.8『“落ち込みやすい自分”が劇的

に変わる本』   Joe/著 大和出版 

【生き方・考え方】 

159.7『生きのびるための「失敗」入

門』    雨宮処凛/著 河出書房新社 

【歴史】 

204『365 日でわかる世界史』 

八幡和郎/著 清談社 Publico 

209『暗記がいらない世界史の教科

書』    神野正史/著 PHP 研究所 

209『「移民」で読み解く世界史』 

神野正史/著 イースト・プレス 

209.7『二〇世紀の歴史』 

木畑洋一/著 岩波書店 

 

 

次第に春らしい暖かい日が多くなってきました。 

それと同時に花粉症の症状が出始めた人もいるの 

ではないでしょうか。色々なところで春の訪れを感じる 

日々です。また今回も前回に引き続き、たくさんの新着 

図書を紹介します。これらの本は図書館で皆さんを待って 

います！思い立ったが読み時。興味を持った本は迷わず 

手にとってみてください。春休み前の特別貸出期間が狙い目です！ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下のコミックも購入しました。刊行中のシリーズは、新刊が出たら追加購入します。 

596.0『眠れぬ夜はケーキを焼いて 1～』午後/著 KADOKAWA 

★孤独な夜のおともになるレシピを紹介する、エッセイマンガ。 

726.1『Dr.STONE 1～』稲垣理一郎/原作 Boichi /作画 集英社 

★世界中すべての人間が石と化した数千年後の世界で、科学を武器にサバイバル！ 

726.1『プラネテス 全４巻』幸村誠/著 講談社 ★未来の宇宙を舞台にした SFマンガ。 

726.1『かくかくしかじか 全５巻』東村アキコ/著 集英社 

★美大受験、大学生活、就職……著者が漫画家としての人生に至るまでを描いた作品。 

726.1『スキップとローファー 1～』高松美咲/著 講談社 

★田舎から上京してきた高校生と、クラスメイトたちのスクール・ライフ・コメディ。 

726.1『マンガ日本の古典 全３２巻』中央公論新社 ★古典の名作がマンガで読める！ 

返却期限：4 月８日（金）始業式 

貸出冊数：10 冊まで 

※春休み中は図書館を休館します。本の返却は、図書館の前に出して

ある返却 BOXにお願いします。 

浜田高校図書館 

Ｒ４.3.16発行 

1-11 号 

数字：本の背ラベルにある分類番号 

【情報】 

007『知りたいことがわかる！IT& 

ICT キーワード図鑑』 

IT&ICT 研究会/著 ナツメ社 

【本】 

019.9『今日は何の日?今日も本の

日!』 

逢坂肇と流泉書房の仲間たち/著 苦楽堂 

021.2『学校で知っておきたい著作権 

全３巻』    小寺信良/著 汐文社 

←大人も楽しい！絵本・紙芝居 

E『二番目の悪者』 

林木林/作 庄野ナホコ/絵 小さい書房 

E『はなをくんくん』 

ルース・クラウス/ぶん マーク・シーモ

ント/え きじまはじめ/やく 福音館書店 

★春の訪れを感じるこの時期にぴったり！ 

 ・・・and more!! 



【日本史】 
210.0『考古学講義』ほか１９冊 

 筑摩書房 

★平成までの日本の歴史が学べます。 

210.1『絵で見る日本の歴史』 

西村繁男/作 福音館書店 

210.4『地図でスッと頭に入る鎌倉・室

町時代』    山田邦明/監修 昭文社 

210.6『風刺画が描いた JAPAN』 

 若林悠/編著 国書刊行会 

210.7『戦後史入門』 

成田龍一/著 河出書房新社 

【地理】 
291.3『東京の教科書』 

JTB パブリッシング 

291.7『鳥取のトリセツ』昭文社 

★中国５県すべて所蔵しています。 

【地方自治】 
318『これからの地方自治の教科書』 

大森彌/著 第一法規 

318.6『「循環型経済」をつくる』ほか

２冊  藤山浩/編著 農山漁村文化協会 

★人口減少問題対策の次の一手を示す図解

シリーズ。 

【民法】 

324.1『大人になるってどういうこと?』 

神内聡/著 くもん出版 

【経済】 
330『経済ってなんだ?』 

山本御稔/著 SB クリエイティブ 

338.2『ルワンダ中央銀行総裁日記』 

服部正也/著 中央公論新社 

【社会学】 
361.4『「印象」の心理学』 

田中知恵/著 日本実業出版社 

361.4『10 代で知っておきたい「同意」

の話』  ジャスティン・ハンコック/文 

 河出書房新社 

 

【教育】 
370.4『「学校」をつくり直す』 

苫野一徳/著 河出書房新社 

375『SDGs ダイバーシティ BOOK』 

佐藤真久/監修 宣伝会議 

375『まんがでわかる自宅学習の強化書』 

葉一/著 フォレスト出版 

378『得意なこと苦手なことが極端なき

みへ』     高山恵子/著 合同出版 

【自然科学】 
401『なぜ科学を学ぶのか』 

池内了/著 筑摩書房 

413.3『図解身近にあふれる「微分・積

分」が 3 時間でわかる本』 

狭川遙/著 明日香出版社 

420『物理学図鑑』 

福江純/ほか著 オーム社 

461.0『生き物が大人になるまで』 

稲垣栄洋/著 大和書房 

【医学】 
493.7『10 代から知っておきたいうつ

病』WILL こども知育研究所/編著 保育社 

★他にも、「摂食障害」「不安症」「統合失調

症」があります。 

499『くすり大図鑑』 

   掛谷秀昭/監修 ニュートンプレス 

【宇宙工学】 
538.9『太陽系観光旅行読本』 

オリヴィア・コスキー/著 原書房 

【食品工学】 
588.3『チョコレートの世界史』 

武田尚子/著 中央公論新社 

【暮らし】 
590『はじめてのひとり暮らし安心ガイ

ド』    造事務所/編 メディアパル 

591『1 日 1 分読むだけで身につくお金

大全 100』  頼藤太希/著 自由国民社 

 

 

596.6『植物生まれのやさしいお菓子』 

  白崎裕子/著 扶桑社 

596.7『THE COFFEE BOOK』   

アネット・モルドヴァ/著 誠文堂新光社 

597.5『世界一親切な片づけの教科書』 

  長島ゆか/著 KADOKAWA 

【ペット】 
645.6『ペットの命を守る本』 

    サニー カミヤ/著 緑書房 

【芸術・娯楽】 
706.9『目の見えない白鳥さんとアート

を見にいく』   川内有緒/著 集英社 
709『すべてがわかる世界遺産大事典 

2020 第 2 版上・下』 世界遺産ｱｶﾃﾞﾐｰ 

779.9『normal?』井手上漠/著 講談社 
797.2『大人が楽しいトランプゲーム

30 選』  すごろくや/著 スモール出版 

【日本の小説】 
913.6『ボタニカ』朝井まかて/著 祥伝社 

913.6『そして誰もいなくなる』 

今邑彩/著 中央公論新社 

913.6『スモールワールズ』 

一穂ミチ/著 講談社 

913.6『11 の秘密』 

大崎梢/ほか著ポプラ社 

913.6『落花流水』鈴木るりか/著 小学館 

913.6『ブラックボックス』 

砂川文次/著 講談社 

913.6『おとぎカンパニー モンスター

編』       田丸雅智/著 光文社 

913.6『夜が明ける』西加奈子/著 新潮社 

913.6『スター・シェイカー』 

人間六度/著 早川書房 

913.6『笑うマトリョーシカ』 

早見和真/著 文藝春秋 

913.6『マカン・マラン 全４巻』 

古内一絵/著 中央公論新社 

913.6『一九六一東京ハウス』 

真梨幸子/著 新潮社 

913.6『真田十勇士 全７巻』 

松尾清貴/著 理論社 

913.6『アリクイのいんぼう １～４』 

鳩見すた/著 KADOKAWA 

913.6『地獄くらやみ花もなき １～６』 

路生よる/著 KADOKAWA 

913.6『黒牢城』米澤穂信/著 KADOKAWA 

913.6『ミトンとふびん』 

吉本ばなな/著 新潮社 

913.6『階段ランナー』 

吉野万理子/著 徳間書店 

【日本のエッセイ】 
914.6『私の居場所が見つからない。』 

川代紗生/著 ダイヤモンド社 

914.6『ボクと、正義と、アンパンマン』 

やなせたかし/著 PHP ｴﾃﾞｨﾀｰｽﾞ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

 
 

╂シリーズ続編入りました╂ 
 
726.1『キングダム 64』 

原泰久/著 集英社 

726.1『リエゾン ７』 

ヨンチャン/原作 講談社 

913.6『幼女戦記 ～12』 

カルロ・ゼン/著 KADOKAWA 

913.6『あずかりやさん ５』 

大山淳子/著 ポプラ社 

913.6『ようこそ実力至上主義の教室

へ ～２年生編５』 

衣笠彰梧/著 KADOKAWA 

913.6『ホーンテッド・キャンパス 

１９』   櫛木理宇/著 KADOKAWA 

913.6『屋根裏の美少年』 

西尾維新/著 講談社 

913.6『ふしぎ駄菓子屋銭天堂 ～

16』      廣嶋玲子/著 偕成社 

913.6『桜風堂夢物語』 

村山早紀/著 PHP 研究所  


