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No. 資料コード 請求記号 資料名 著者名 出版者

1 101880243  002.7 /ﾌ / 人生にゆとりを生み出す知の整理術 ｐｈａ∥著 大和書房

2 101879682  007.1 /ｻ / 坂本真樹先生が教える人工知能がほぼほぼわかる本 坂本　真樹∥著 オーム社

3 101878080  159.7 / / 「死にたい」「消えたい」と思ったことがあるあなたへ 河出書房新社∥編 河出書房新社

4 101879724  159.7 /ｳ / ほぐほぐマムアンちゃん ウィスット　ポンニミット∥文　絵 岩崎書店

5 101878098  159.7 /ﾎ / モヤモヤしている女の子のための読書案内 堀越　英美∥著 河出書房新社

6 101879765  304 / / ポストコロナ期を生きるきみたちへ 内田　樹∥編 晶文社

7 101879757  369 / / ヤングケアラーわたしの語り 澁谷　智子∥編 生活書院

8 101879799  389 /ｶ / ようこそ文化人類学へ 川口　幸大∥著 昭和堂

9 101879740  460.4 /ｲ /2 わいるどらいふっ！ ２ 一日一種∥著 山と溪谷社

10 101879781  460.8 / / 奇界生物図鑑 エクスナレッジ

11 101880326  486 /ｲ / 今森光彦ネイチャーフォト・ギャラリー 今森　光彦∥著 偕成社

12 101880334  486 /ｲ / 今森光彦ネイチャーフォト・ギャラリー 今森　光彦∥著 偕成社

13 101879690  507 /ﾋ / 理工系大学でどう学ぶ？ 広石　英記∥編著 東京電機大学出版局

14 101880342  517.2 /ｲ / 今森光彦ネイチャーフォト・ギャラリー 今森　光彦∥著 偕成社

15 101880318  726.6 /ﾖ / ひろいかわのきしべ 八木　倫明∥文 国土社

16 101879708  780.2 /ﾐ / 希望をくれた人 宮崎　恵理∥著 協同医書出版社

17 101879773  816.5 /ｵ / 中高生からの論文入門 小笠原　喜康∥著 講談社

18 101879716  910.26 /ｺ / １３歳からの夏目漱石 小森　陽一∥著 かもがわ出版

19 101879955  F /ｸﾎ / シベリアのバイオリン 窪田　由佳子∥著 地湧社

20 101880300  F /ｸﾗ / ブランク 倉阪　鬼一郎∥作 理論社

21 101880276  F /ｺﾏ / エイレーネーの瞳 小前　亮∥作 理論社

22 101880284  F /ｻﾜ / 燃えるサバンナ 澤見　彰∥作 理論社

23 101880250  F /ﾅｼ / この庭に 梨木　香歩∥文 理論社

24 101878072  F /ﾏﾊ / 日向丘中学校カウンセラー室 まはら　三桃∥著 アリス館

25 101880292  F /ﾔﾏ / オフェーリアの物語 山田　正紀∥作 理論社

26 101880268  F /ﾔﾏ / 雨の恐竜 山田　正紀∥作 理論社

27 101878106  933.7 /ﾘ /4 アポロンと５つの神託 ４ リック　リオーダン∥著 ほるぷ出版

28 101880227  933.7 /ﾚ / 魔法にかけられたエラ ゲイル　カーソン　レヴィン∥著 ＴＨＯＵＳＡＮＤＳ　ＯＦ　ＢＯＯＫＳ

29 111458949  953.6 /ｳ /1 海底二万里 上 ジュール　ヴェルヌ∥作 岩波書店

30 111458931  953.6 /ｳ /2 海底二万里 下 ジュール　ヴェルヌ∥作 岩波書店

31 101880235 B 986 /ｱ / チェルノブイリの祈り スベトラーナ　アレクシエービッチ∥〔著〕 岩波書店

32 101879732 B F /ﾐﾈ /2 金沢古妖具屋くらがり堂 〔２〕 峰守　ひろかず∥〔著〕 ポプラ社

新着資料一覧表　【YA】
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33 101879641 仕・ 070 /ﾔ / 新聞社・出版社で働く人たち 山下　久猛∥著 ぺりかん社

34 101879674 仕・ 335.8 /ｺ / ＮＰＯ法人で働く 小堂　敏郎∥著 ぺりかん社

35 101879666 仕・ 366.2 /ｷ / 子どもと働く 木村　明子∥著 ぺりかん社

36 101879856 仕・ 369.1 / / 社会福祉士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著 保育社

37 101879625 仕・ 480.7 /ﾀ / 動物園・水族館で働く人たち 高岡　昌江∥著 ぺりかん社

38 101879849 仕・ 498.14 / / 臨床検査技師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著 保育社

39 101879864 仕・ 498.14 / / 歯科医師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著 保育社

40 101879831 仕・ 498.14 / / 作業療法士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著 保育社

41 101879823 仕・ 588.3 /ﾊ / ケーキ屋さん・カフェで働く人たち 籏智　優子∥著 ぺりかん社

42 101879815 仕・ 673.8 /ｱ / 百貨店・ショッピングセンターで働く人たち 浅野　恵子∥著 ぺりかん社

43 101879807 仕・ 673.9 /ﾂ / 美容室・理容室・サロンで働く人たち 津留　有希∥著 ぺりかん社

44 101879617 仕・ 683.8 /ﾔ / 船で働く人たち 山下　久猛∥著 ぺりかん社

45 101879609 仕・ 683.9 /ｵ / 港で働く人たち 大浦　佳代∥著 ぺりかん社

46 101879658 仕・ 689.5 /ﾊ / 遊園地・テーマパークで働く人たち 橋口　佐紀子∥著 ぺりかん社

47 101879633 仕・ 780.6 /ﾔ / スタジアム・ホール・シネマコンプレックスで働く人たち 山中　伊知郎∥著 ぺりかん社

★進路支援コーナー★
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