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令和 4年度が始まり約２ヶ月、中間試験も終わり１学期後半になります。今年度から「図書館通信」は定期的に年

間３回「新着図書案内」をメインにお届けすることにします。同時に館内の様子などお知らせしていきたいと考え

ています。在校生の皆さんそして教職員の皆さん、お時間のある時に図書館に足をお運び下さい。

 

アメリカの中学生が学んでいる 14 歳からのプログラミング ワークマンパブリッシング著 

いちばんやさしいプログラミングの教本 人気講師が教えるすべての言語に共通

する基礎知識 
廣瀬 豪著 

書店ポップ術 さらに過激に！さらに戦略的に！ポップ屋稼業の戦いは続く！！ 梅原 潤一著 

クイズあなたは小学 5 年生より賢いの？ 大人もパニックの難問に挑戦！ 日本テレビ放送網編 

本当の「頭のよさ」ってなんだろう？ 勉強と人生に役立つ、一生使えるものの

考え方 
齋藤 孝著 

LIFE SHIFT 100 年時代の行動戦略 アンドリュー・スコット著 

多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。（正） Jam マンガ・文 

流れが見えてくる世界史図鑑 イラストでサクッと理解 かみゆ歴史編集部編著 

流れが見えてくる日本史図鑑 イラストでサクッと理解 かみゆ歴史編集部編著 

「鎌倉殿」登場！ 源頼朝と北条義時たち 13 人 大迫 秀樹編著 

フリーハグ！ 桑原 功一著 

その日常、地理学で説明したら意外と深かった。 街と地域を知るための 5 つの

物語 
富田 啓介著 

地球の歩き方ムー 異世界の歩き方 

地球の歩き方 永久保存版 東京多摩地域 地球の歩き方編集室編集 

謎解き日本列島 全国各地の地理・歴史文化のナゾに迫る！ 宇田川 勝司著 

みやぎから、 佐藤 健著 

1 日 1 ページ、意外と知らない東京のすべて 365 文響社編 

日帰り絶景ウォーキング関東周辺 歩いて楽しい！春夏秋冬の 45 コース（大人の遠足 BOOK） 

地図でスッと頭に入るアメリカ 50 州 デイビッド・セイン監修 

未来をつくるあなたへ（岩波ジュニアスタートブックス） 中満 泉著 

大人になるってどういうこと？ みんなで考えよう 18 歳成人 神内 聡著 

外交官になるには（なるには BOOKS） 飯島 一孝著 

株の超入門書 改訂 3 版 いちばんカンタン！ 安恒 理著 

世界一面白くてお金になる経済講座 知識ゼロからはじめる投資のコツ 南 祐貴著 

はじめての NISA ＆ iDeCo マンガと図解でしっかりわかる 頼藤 太希共著 

桃太郎のきびだんごは経費で落ちるのか？ 日本の昔話で身につく税の

基本 
高橋 創著 

介護福祉士になるには（なるには BOOKS） 渡辺 裕美編著 

ヤングケアラーってなんだろう（ちくまプリマー新書 ） 澁谷 智子著 

ヤングケアラー 介護する子どもたち 毎日新聞取材班著 

学校はなぜ退屈でなぜ大切なのか（ちくまプリマー新書） 広田 照幸著 

世界と日本をむすぶ「歴史総合」の授業 歴史教育者協議会編 

まんがでわかる自宅学習の強化書 葉一著 

社会福祉学部 中高生のための学部選びガイド（なるには BOOKS） 元木 裕著 

京大式サイエンスの創り方 狙ってもできないことがある 
京都大学大学院理学研究科 MACS 教育

プログラム実行委員会編 

「育ちがいい人」だけが知っていること 今からでも「育ち」は良くな

る！ 
諏内 えみ著 

妖怪がやってくる（岩波ジュニアスタートブックス） 佐々木 高弘著 

科学のトリセツ 元村 有希子著 

科学者になりたい君へ（14 歳の世渡り術） 佐藤 勝彦著 

解きたくなる数学 佐藤 雅彦著 



身のまわりのありとあらゆるものを化学式で書いてみた  

How do you enjoy chemical formulas？ 

山口 悟著 

ひとしずくの水 ウォルター・ウィック作 

天地創造デザイン部へんな生きもの造ってみた。 おもしろ空想科学事

典 
講談社編 

身近な「鳥」の生きざま事典 散歩道や通勤・通学路で見られる野鳥の

不思議な生態 
一日一種著 

脳とココロのしくみ入門 すべての答えは「脳」にある！（イラスト図

解） 
加藤 俊徳著 

1 万人の脳を見た名医が教えるすごい左利き 「選ばれた才能」を

120％活かす方法 
加藤 俊徳著 

おしゃべりながんの図鑑 病理学から見たわかりやすいがんの話 小倉 加奈子著 

ひとりほぐし 肩こり便秘たるみむくみうつうつを自分の手でときほぐ

す！ 
崎田 ミナ著 

一生役立つきちんとわかる栄養学 マンガで図解で見てわかる 飯田 薫子監修 

10 代と考える「スマホ」 ネット・ゲームとかしこくつきあう（岩波

ジュニアスタートブックス） 
竹内 和雄著 

スキル 0 でも一目でわかるソーイング大全 一生使える完全保存版 オルソン恵子著 

そそる！うち中華 あの味が家でも作れます！ 今井 亮著 

絵本の世界の可愛いクッキー Lue，Lee in four seasons 上岡 麻美著 

ベルギーパティシエがていねいに教える定番だけど極上の焼き菓子 

From the Kingdom of Belgium 

レソンシエル著 

伝説の家政婦沸騰ワード 10 レシピ タサン志麻著 

手抜きじゃないよ、工夫だよ！かんたん自炊レッスン ちびかばクッキング著 

Disney おうちでごはん 東京ディズニーリゾート公式レシピ集 講談社編 

プランターで楽しむおうちで野菜づくり オザキフラワーパーク監修 

東京ディズニーランドガイドブック with 風間俊介 Disney Supreme Guide 

誰でも 30 分で絵が描けるようになる本 たった「4 つのステップ」

で、驚くほど絵が上手くなる！ 
マーク・キスラー著 

手帳＆ノートのミニイラストの描き方 いつものペンで、ゆるっとかわ

いい！ 
しろくまななみん著 

ぼく モグラ キツネ 馬 チャーリー・マッケジー著 

手描きでかわいい Sweet ＆ Natural イラストとフォントの素材集 

水彩・色鉛筆・パステル・クレヨン・線画 
中島 心著 

絵本みたいにかわいいイラスト素材集 よねこめ著 

カミキィの〈気持ちが伝わる〉贈り物おりがみ 日常・記念日・行事の

プチギフト 
カミキィ著 

楽譜がよめなくても 90 分でいきなりピアノが弾ける本 monaca：factory 著 

いちばんわかりやすいテーピング しくみがわかり正確に巻ける！ 花岡 美智子監修 

ストレッチング伸ばし方と効かせ方完全マニュアル 有賀 誠司著 

るるぶゆるキャン キャンプ BOOK（JTB の MOOK） 

暇な人、謎解きでもしませんか？ 暇謎著 

図解でわかる時事重要テーマ 100 2022-2023 日経 HR 編集部編著 

それいけ！方言探偵団（平凡社新書 993） 篠崎 晃一著 

古典を読んだら、悩みが消えた。 世の中になじめない人に贈るあたら

しい古典案内 
安田 登著 

源氏物語解剖図鑑 平安人の暮らしとキモチがマルわかり 佐藤 晃子文 

はじめての 島本 理生著 

赤と青とエスキース 青山 美智子著 

パラソルでパラシュート 一穂 ミチ著 

雲を紡ぐ 伊吹 有喜著 

香君 西から来た少女 上 上橋 菜穂子著 

香君 遥かな道 下 上橋 菜穂子著 

後宮の烏 1～6（集英社オレンジ文庫） 白川 紺子著 

レジェンドアニメ！ 辻村 深月著 

闇祓 辻村 深月著 

図書室のはこぶね 名取 佐和子著 

マスカレード・ゲーム 東野 圭吾著 



女のいない男たち（文春文庫） 村上 春樹著 

ドグラ・マグラ 上（角川文庫） 夢野 久作著 

ドグラ・マグラ 下（角川文庫） 夢野 久作著 

元彼の遺言状（宝島社文庫） 新川 帆立著 

夜の神社の森のなか（ようかいろく（妖会録）） 大野 隆介作 

パンどろぼう 柴田 ケイコ作 

の junaida 著 

はこ（怪談えほん） 小野 不由美作 

いるのいないの（怪談えほん） 京極 夏彦作 

かみはこんなにくちゃくちゃだけど（MOE のえほん） ヨシタケ シンスケ著 

あきらがあけてあげるから ヨシタケ シンスケ作・絵 

 

  

新年度となり図書館もいろいろ変わりました。 

司書の方が変わりました。以前に勤めていらっしゃった経験を活かし、様々な企画を提案、実行してくれます。 

その一つが「読書の木＜希望の桜＞」です。「読書の木」自体は本校図書館のメインシンボルです。これをアレン 

ジして、来館してくれた生徒の皆さんに希望の花びらをつけてもらい、満開の桜を完成させようという企画です。 

どうやら「秋」バージョンもあるとのことなので、お楽しみに。 

では館内の様子など写真でご覧ください。図書館では常に何かの特集をしています。ほんの小さなスペースです

が、目的の本を探す時などに足を止めてくれると嬉しいです。そして興味の幅を広げてもらえればもっと嬉しいで

す。 

図書館は答えを探すところと言うよりは、問題を見つけるところなのですから。 

「読書の木〈希望の桜〉」                              「メインシンボル・読書の木」 

「沖縄特集」  「梅雨時の風景と短歌・俳句」 

「先生の本屋さん～純ちゃん書房～」          「マスコットキャラクターよむぞうくん」 



「卒業生からの贈り物～図書館の本の紹介～」

「司書さんのオススメ本～梅雨時のオススメ本・部活動応援～」


