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２０１８年６・７月の入荷本 

書       名 著 者 名 出版所 出版年 頁数 分類 

ＡＩ ｖｓ．教科書が読めない子どもたち 新井 紀子 東洋経済新報

社 

2018 287 007 

知の古典は誘惑する 小島毅 岩波書店 2018 175 102 

小さな習慣 ガイズ，ステ

ィーヴン 

ダイヤモンド

社 

2017 240 159 

東大寺のなりたち 森本公誠 岩波書店 2018 218 188 

旧約聖書を知っていますか 阿刀田 高 新潮社 2011 371 193 

新約聖書を知っていますか 阿刀田 高 新潮社 2011 340 193 

ブラタモリ 〈９〉 平泉・新潟・佐渡・広島・宮

島 

ＮＨＫ「ブラ

タモリ」制作

班 

ＫＡＤＯＫＡ

ＷＡ 

2017 135 291 

「ヘイトスピーチ法」は日本人差別の悪法だ 小山 常実 自由社 2016 115 316 

「日本国憲法」・「新皇室典範」無効論―日本人差

別体制を打破するために 

小山 常実 自由社 2016 114 323 

金融政策に未来はあるか 岩村充 岩波書店 2018 178 332 

現代社会はどこに向かうか - 高原の見晴らしを

切り開くこと 

見田宗介 岩波書店 2018 208 361 

男女平等はどこまで進んだか - 女性差別撤廃条

約から考える 

山下泰子/矢澤

澄子 

岩波書店 2018 256 367 

住まいで「老活」 安楽玲子 岩波書店 2018 222 
369 

 

ＮＥＷ 

本の探し方 

NDC（日本十進分類法） 

本校の図書館は、日本十進分類表により整理されています。本を探したいときは、 

分類番号を参考にしましょう。 

      

 

 

 

 

 0 総記  1 哲学   2 歴史   3 社会科学  4 自然科学  5 技術   6 産業  

7 芸術   8 言語     9 文学  



検証迷走する英語入試 - スピーキング導入と民

間委託 

南風原朝和 岩波書店 2018 96 376 

数学を嫌いにならないで 基本のおさらい篇 ダニカ・マッ

ケラー/菅野仁

子 

岩波書店 2018 230 410 

数学を嫌いにならないで 文章題にいどむ篇 ダニカ・マッ

ケラー/菅野仁

子 

岩波書店 2018 242 410 

水素分子はかなりすごい―生命科学と医療効果の

最前線 

深井 有 光文社 2017 280 435 

バッタを倒しにアフリカへ 前野  ウルド

浩太郎 

光文社 2017 384 486 

昆虫はすごい 丸山 宗利 光文社 2014 238 486 

昆虫はもっとすごい 丸山  宗利 /養

老  孟司 /中瀬 

悠太 

光文社 2015 252 486 

オールカラー版 魚はエロい 瓜生 知史 光文社 2016 220 487 

賢い患者 山口育子 岩波書店 2018 238 498 

ロボットアニメビジネス進化論 五十嵐 浩司 光文社 2017 248 589 

車いす犬ラッキー―捨てられた命と生きる 小林 照幸 毎日新聞出版 2017 256 645 

車いす犬ラッキー―捨てられた命と生きる 小林 照幸 毎日新聞出版 2017 256 645 

スターバックスを世界一にするために守り続けて

きた大切な原則 

ビーハー，ハ

ワード〈Ｂｅ

ｈａｒ，Ｈｏ

ｗａｒｄ〉/ゴ

ールドシュタ

イン，ジャネ

ット 

日本経済新聞

出版社 

2015 254 673 

ちょっと今から仕事やめてくる 鈴木有布子/北

川恵海 

ＫＡＤＯＫＡ

ＷＡ 

2017 196 726 

星の子 今村 夏子 朝日新聞出版 2017 224 913 

盤上の向日葵 柚月 裕子 中央公論新社 2017 563 913 

キラキラ共和国 小川 糸 幻冬舎 2017 256 913 

「手紙屋」蛍雪篇―私の受験勉強を変えた十通の

手紙 

喜多川 泰 ディスカヴァ

ー・トゥエン

ティワン 

2008 247 913 

崩れる脳を抱きしめて 知念 実希人 実業之日本社 2017 304 913 

きみが来た場所―Ｗｈｅｒｅ ａｒｅ ｙｏｕ 

ｆｒｏｍ？Ｗｈｅｒｅ ａｒｅ ｙｏｕ ｇｏｉ

ｎｇ？ 

喜多川 泰 ディスカヴァ

ー 

2017 260 913 

星に願いを、そして手を。 青羽 悠 集英社 2017 304 913 

罪の声 塩田 武士 講談社 2016 409 913 



武士道シックスティーン 誉田 哲也 文藝春秋 2007 349 913 

武士道セブンティーン 誉田 哲也 文藝春秋 2008 349 913 

怒り〈上〉 吉田 修一 中央公論新社 2016 310 913 

怒り〈下〉 吉田 修一 中央公論新社 2016 279 913 

土漠の花 月村 了衛 幻冬舎 2016 406 913 

本屋さんのダイアナ 柚木 麻子 新潮社 2016 386 913 

三匹のおっさん 有川 浩 講談社 2015 443 913 

大きくなる日 佐川 光晴 集英社 2017 296 913 

武士道エイティーン 誉田 哲也 文藝春秋 2012 428 913 

ソバニイルヨ―ＡＩ ＵＧ起動しますか？ 喜多川 泰 幻冬舎 2017 280 913 

たゆたえども沈まず 原田 マハ 幻冬舎 2017 408 913 

青くて痛くて脆い 住野 よる ＫＡＤＯＫＡ

ＷＡ 

2018 309 913 

屍人荘の殺人 今村 昌弘 東京創元社 2017 320 913 

百貨の魔法 村山 早紀 ポプラ社 2017 373 913 

また、同じ夢を見ていた 住野 よる 双葉社 2016 257 913 

真ん中の子どもたち 温 又柔 集英社 2017 168 913 

億男 川村 元気 マガジンハウ

ス 

2014 243 913 

ルポ 中国「潜入バイト」日記 西谷 格 小学館 2018 256 916 

１３・６７ 陳浩基/天野健

太郎 

文藝春秋 2017 496 923 

その犬の歩むところ テラン，ボス

トン 

文藝春秋 2017 304 933 

カラヴァル―深紅色の少女 ガーバー，ス

テファニー 

キノブックス 2017 407 933 

わたしがいどんだ戦い １９３９年 ブ ラ ッ ド リ

ー，キンバリ

ー・ブルベイ

カー 

評論社 2017 374 933 

わたしがいどんだ戦い １９３９年 ブ ラ ッ ド リ

ー，キンバリ

ー・ブルベイ

カー 

評論社 2017 374 933 

いのちは贈りもの―ホロコーストを生きのびて クリストフ，

フランシーヌ 

岩崎書店 2017 384 956 

いのちは贈りもの―ホロコーストを生きのびて クリストフ，

フランシーヌ 

岩崎書店 2017 384 956 

アウシュヴィッツの図書係 イトゥルベ，

アントニオ・

Ｇ． 

集英社 2016 445 963 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月の入荷本 

書       名 著 者 名 出版所 出版年 頁数 分類 

「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく東大

読書 

西岡壱誠 東洋経済新報

社 

2018 282 019 

アンネ・フランクに会いに行く 谷口長世 岩波書店 2018 256 289 

核兵器はなくせる 川崎哲 岩波書店 2018 240 319 

戦国大名と分国法 清水克行 岩波書店 2018 240 322 

戦争体験と経営者 立石泰則 岩波書店 2018 224 335 

１分で話せ - 世界のトップが絶賛した大事なこ

とだけシンプルに伝え 

伊藤羊一 ＳＢクリエイ

ティブ 

2018 240 336 

わかりあえないことから―コミュニケーション能

力とは何か 

平田 オリザ 講談社 2012 230 361 

総介護社会 - 介護保険から問い直す 小竹雅子 岩波書店 2018 256 364 

昆虫学者はやめられない―裏山の奇人、徘徊の記 小松 貴 新潮社 2018 192 486 

キーワードで学ぶ世界で一番やさしい省エネ法 - 

平成２９年施行建築物省エネ法規制措置完全対応

版 

ビューローベ

リタスジャパ

ン建築認証事

業本部 

エクスナレッ

ジ 

2017 215 528 

Ｋ－ＰＯＰ新感覚のメディア 金成 岩波書店 2018 256 767 

スポーツ栄養学―科学の基礎から「なぜ？」にこ

たえる 

寺田 新 東京大学出版

会 

2017 244 780 

原民喜 死と愛と孤独の肖像 梯久美子 岩波書店 2018 272 910 

リバース＆リバース 奥田 亜希子 新潮社 2017 230 913 

おまじない 西加奈子 筑摩書房 2018 229 913 

未来 湊 かなえ 双葉社 2018 440 913 

５分後に後味の悪いラスト エブリスタ 河出書房新社 2017 224 913 

銀河鉄道の父 門井 慶喜 講談社 2017 408 913 

春待ち雑貨店 ぷらんたん 岡崎 琢磨 新潮社 2018 256 913 

2018年７月１０日 

書店の方にご協力いただき、書籍内覧会（見本市）

を開催しました。 

 

このイベントは、生徒・教員が本校図書館に「是

非入れたい、みんなに読んでほしい！」と思った

本をその場で選書するものです。 

 

今回、120 冊の本が新たに選ばれ、本校図書館

に加わることになりました。 

８月の新刊情報をお楽しみに！！ 


