
 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の新刊書 

タイトル(巻次／版) 著者 出版者 

サピエンスの未来 立花隆 講談社 

あなたが伸びる学び型 古野俊幸 日経 BP 

自宅学習の強化書 葉一 フォレスト出版 

退屈すれば脳はひらめく マヌーシュ・ゾモロディ NHK 出版 

YouTube 基本+活用ワザ 田口和裕 インプレス 

Twitter 完全マニュアル／第 2 版 八木重和 秀和システム 

世界年鑑／2021 共同通信社 共同通信社 

読売年鑑／2021 年版 読売新聞社 読売新聞社 

悩む力 DaiGo きずな出版 

“なりたい自分”になる技術 ＦＩＳＨＢＯＹ きずな出版 

マンガでわかる！気分よく・スイスイ・いい方向へ「自分を動かす」技術 ゆうきゆう 三笠書房 

ブッダが説いた幸せな生き方 今枝 由郎 岩波書店 

椿井文書 馬部隆弘 中央公論新社 

消えたヤマと在日コリアン 細見和之 岩波書店 

一冊でわかるスペイン史 永田智成 河出書房新社 

一度読んだら絶対に忘れない世界史人物事典  山﨑圭一 SB クリエイティブ 

逆転無罪!日本史をザワつかせた悪人たち 河合敦 河出書房新社 

「オピニオン」の政治思想史 堤林剣 岩波書店 

民主主義とは何か 宇野重規 講談社 

戦後政治史／第 4 版 石川真澄 岩波書店 

尊厳 マイケル・ローゼン 岩波書店 

中国の電撃侵略 門田隆将 産経新聞出版 

罪を償うということ 美達大和 小学館 

人新世の「資本論」 斎藤幸平 集英社 

日本経済図説／第５版 宮崎 勇 和波書店 

マンガでわかる高校生からのお金の教科書 小柳順治 河出書房新社 

1 週間で身につく、14 歳からの投資 髙橋美春 ぱる出版 

不機嫌のトリセツ 黒川伊保子 河出書房新社 

Numbers Don't Lie バーツラフ・シュミル NHK 出版 

プロとして知っておきたい!介護保険のしくみと使い方 「ケアマネジャー」編集部 中央法規出版 

狙われる１８歳！？ 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会 岩波書店 

これ一冊でぜんぶわかる!労働基準法／2021～2022 年版 今井慎 ナツメ社 

労働組合とは何か 木下武男 岩波書店 

チャリティの帝国 金澤周作 岩波書店 

介護職員初任者研修テキスト／1／第 3 版 太田貞司 中央法規出版 

介護職員初任者研修テキスト／2／第 2 版 太田貞司 中央法規出版 

さあ、生活保護を受けましょう! 外場あたる 唯学書房 

震災復興 10 年の総点検 五十嵐敬喜 岩波書店 

3.11 を心に刻んで／2021 岩波書店編集部 岩波書店 

クライシスマネジメントの本質 西條剛央 山川出版社 

奨学金まるわかり読本／2021 久米忠史 合同出版 

小学校教諭になるには 森川輝紀 ぺりかん社 

第四次産業革命と教育の未来 佐藤学 岩波書店 

高校教員のための探究学習入門 佐藤浩章 ナカニシヤ出版 

新造形表現／理論・実践編 花篤實 三晃書房 

大学図鑑!／2022 オバタカズユキ ダイヤモンド社 

国際学部 三井綾子 ぺりかん社 

経済学部 山下久猛 ぺりかん社 

大学は何処へ 吉見俊哉 岩波書店 

北大キャンパスガイド 北海道大学 CoSTEP 北海道大学出版会 

文系もハマる数学 横山明日希 青春出版社 

中学校 3 年間の数学が 1 冊でしっかりわかる本／改訂版 小杉拓也 かんき出版 

確かめてナットク!物理の法則 ジョー・ヘルマンス 岩波書店 

ゲーム依存からわが子を守る本 花田照久 大和出版 

コロナ自粛の大罪 森田洋之 宝島社 

2021 年 6 月号 

メディアセンター 

発行 

メディアセンター利用について 

メディアセンターは当面の間以下の要領で開館いたしますので、 

ぜひご利用ください。 

 

・開館時間は 8 時 20 分~16 時 45 分です。本の貸出も行っています。 

・入館時には手を必ず消毒してください。 

・鞄は持ち込んでかまいません。ただし、館内ではスマートフォンの使用はできません。また、飲み 

物は持ち込んでもかまいませんが、食事はできませんので、気を付けて下さい。 

・3 密を避けて下さい。会話も禁止です。ただし、先生や係生徒に用事がある場合は別とします。 

・館内利用は人数制限があります。 

・一つの机に対して一人しか座れません。 

・自分が使用した場所は必ず消毒してください。 

※その都度ルールが変更になる場合があります。そのときは出入口の掲示板に貼りだしますので、ご

覧下さい。 



下の 2 枚の絵の違いを 5 か所見つけてください。 

わかった方は 6 月 30 日（水）昼休み 12 時 45 分にメディアセンターまで来て

ください。先着 2 名様に粗品を差し上げます。 

弁理士になるには／改訂版 藤井久子 ぺりかん社 

中高生からの親子で学ぶおかね入門 前野彩 ビジネス教育出版社 

もっと!魔法のてぬきおやつ てぬキッチン ワニブックス 

好循環のまちづくり! 枝廣淳子 岩波書店 

有機農業で変わる食と暮らし 香坂玲 岩波書店 

無人島漂着 100 日日記 gozz KADOKAWA 

にげてさがして ヨシタケシンスケ 赤ちゃんとママ社 

いつでも君のそばにいる リト＠葉っぱ切り絵 講談社 

日本のおりがみ事典 山口真 ナツメ社 

アーセン・ヴェンゲル自伝 アーセン・ヴェンゲル ヨシモトブックス 

ムサシと武蔵 鈴木武蔵 徳間書店 

自分を変える力 桃田賢斗 竹書房 

コミュニケーション力を高めるプレゼン・発表術 上坂博亨 岩波書店 

マンガで学ぶ〈国語力〉 川崎昌平 KADOKAWA 

モダン語の世界へ 山室信一 岩波書店 

漢字の体系 白川静 平凡社 

英語の読み方 北村一真 中央公論新社 

実際に使って身につける英会話キーフレーズ 100 スピークバディ ジャパンタイムズ出版 

児童文学塾 日本児童文芸家協会 日本自動文芸家協会 

ありがとう 谷川俊太郎 講談社 

息子のボーイフレンド 秋吉理香子 U-NEXT 

草原のサーカス 彩瀬まる 新潮社 

神様の御用人／10 浅葉なつ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

猫のお告げは樹の下で 青山美智子 宝島社 

木曜日にはココアを 青山美智子 宝島社 

こちらあみ子 穂村弘 筑摩書房 

チルチルサクラ いぬじゅん KADOKAWA 

灰の劇場 恩田陸 河出書房新社 

櫻子さんの足下には死体が埋まっている／[17] 太田紫織 KADOKAWA 

スモールワールズ  一穂ミチ 講談社 

なぜ秀吉は 門井慶喜 毎日新聞出版 

どうか、彼女が死にますように 喜友名トト KADOKAWA 

ウチの娘は、彼氏が出来ない!! 北川悦吏子 文藝春秋 

いつかあなたをわすれても 桜木紫乃 集英社 

階層樹海 椎名誠 文藝春秋 

麦本三歩の好きなもの／第 2 集 住野よる 幻冬舎 

その扉をたたく音 瀬尾まいこ 集英社 

連続殺人鬼カエル男 中山七里 宝島社 

掟上今日子の鑑札票 西尾維新 講談社 

いらっしゃいませ 下町和菓子 栗丸堂／3 似鳥航一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

人類最強の初恋 西尾維新 講談社 

新謎解きはディナーのあとで 東川篤哉 小学館 

白鳥とコウモリ 東野圭吾 幻冬舎 

もしも徳川家康が総理大臣になったら 眞邊明人 サンマーク出版 

ドキュメント 湊かなえ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

エレジーは流れない 三浦しをん 双葉社 

ブラッド・スクーパ 森博嗣 講談社 

5 分で読める驚愕のラストの物語  ジャンプノベル編集部 集英社 

1 話 3 分で驚きの結末!大どんでん返しの物語 武田綾乃 宝島社 

5 分で読める恐怖のラストの物語  松尾泰志 集英社 

こころの散歩 五木寛之 新潮社 

自分をまるごと愛する 7 つのルール 下重暁子 小学館 

これで暮らす 群ようこ KADOKAWA 

東京ディストピア日記 桜庭一樹 河出書房新社 

時代を撃つノンフィクション 100 佐高信 岩波書店 

大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした クルベウ ダイヤモンド社 

クララとお日さま カズオ・イシグロ 早川書房 

朝日ジュニア学習年鑑／2021 朝日新聞出版生活・文化編集部 朝日新聞出版 

日本地理データ年鑑／2021 年版 松田博康 小峰書店 

深掘り！中学数学 坂間千秋 岩波書店 

 

 

 
まちがい探し 


