
こんな本が入りました！　 2018‐№3 　  2018/6月～7月20日まで受入分　　　             　教室掲示用
城陽高校図書館　2018/0７/31     ＊書名・著者名・出版者名・出版年・請求記号(本を探すときに必要な分類番号・記号）の順に記載。

　0：総記(いろいろなジャンル）・出版・図書館・本・読書・雑学・新聞

衝撃の真実100　　＊人間の脳は10％しか使われていない？ホント？読んでビックリな事実の数々。 神岡真司 著 ワニブックス 2018.4 049-ｶﾐ

朝日ジュニア学習年鑑　２０１８ 朝日新聞出版 2018.3 059-ｱｻ-2018

１：哲学・心理・宗教

すみっコぐらし心理テスト 阿雅佐 著　サンエックス 監修 学研プラス 2017.12 140-ｱｶ

答えのない道徳の問題どう解く?
やまざきひろし ぶん　きむらよう, にさわだいらは

るひと え
ポプラ社 2018.3 150-ｺﾀ

２：歴史・人物・地理

日本史広辞典 日本史広辞典編集委員会 編 山川出版社 1997.10 210-ﾆﾎ

入門グアム・チャモロの歴史と文化　もうひとつのグアムガイド 中山京子, ロナルドT.ラグァニャ 著 明石書店 2010.4 274.2-ｸｱ

グアムと日本人　戦争を埋立てた楽園 山口誠 著 岩波書店 2007.7 274.2-ﾔﾏ

日本国最後の帰還兵深谷義治とその家族 深谷敏雄 著 集英社 2017.7 289-ﾌｶ

地球の歩き方　シリーズ　　　　＊各国最新版に更新中！ 地球の歩き方編集室 編集
ダイヤモンド・ビッグ社　ダイヤモ

ンド社
2018.6 290-ﾁｷ-***

道の駅旅案内全国地図　平成30年度版 ゼンリン 2018.3 291-ﾐﾁ-2018

３：社会科学

さよなら紛争　武装解除人が見た世界の現実 伊勢崎　賢治∥著 河出書房新社 2009/04/19319.8-ｲｾ

日本国勢図会　2018/19　日本がわかるデータブック 矢野恒太記念会 編集 矢野恒太記念会 351-ﾆﾎ-2018/19

10年後の仕事図鑑　　　新たに始まる世界で、君はどう生きるか 落合陽一, 堀江貴文 著 SBクリエイティブ 2018.4 366-ｼﾕ

教育学部　　　中高生のための学部選びガイド 三井綾子 著 ぺりかん社 2018.6 376.8-ｷﾖ

「日本の伝統」の正体 藤井青銅 著 柏書房 2017.12 382.1-ﾌｼ

空想妖怪読本 武村政春 著 メディアファクトリー 2011.7 387.9-ﾀｹ

ことわざのタマゴ　　　当世コトワザ読本 時田昌瑞 著 朝倉書店 2018.2 388.8-ﾄｷ

日本軍兵士　　アジア・太平洋戦争の現実 吉田裕 著 中央公論新社 2017.12 391.2-ﾖｼ

４：自然科学

空想ライトノベル読本 福江純 著 メディアファクトリー 2010.11 404-ﾌｸ

「やわらか頭」になる数学 桜井進 著 三笠書房 2012.3 410-ｻｸ

ますます眠れなくなる宇宙のはなし　　「地球外生命」は存在するのか 佐藤勝彦 著 宝島社 2017.7 440-ｻﾄ

人体　1　神秘の巨大ネットワーク　　プロローグ/第1集　腎臓が寿命を決める NHKスペシャル「人体」取材班 編 東京書籍 2018.1 491.3-ｴﾇ-1

人体　2　神秘の巨大ネットワーク　　第2集　驚きのパワー！脂肪と筋肉が命を守る/第３集

骨が出す！最高の若返り物質
NHKスペシャル「人体」取材班 編 東京書籍 2018.4 491.3-ｴﾇ-2

ネット依存・ゲーム依存がよくわかる本 樋口進 監修 講談社 2018.6 493.7-ﾈﾂ

一番わかりやすい栄養学の本 夢プロジェクト 編 河出書房新社 2012.5 498.5-ﾕﾒ

5：技術　　環境・生活科学

環境白書 循環型社会白書/生物多様性白書　平成30年版 環境省大臣官房環境計画課ほか編集
日経印刷　全国官報販売協

同組合
2018.6 519-ｶﾝ-2018

福島・被爆安全神話のワナ 小出裕章ほか デイズジャパン 2018.6 543.5-ﾌｸ

６：産業

農家が教える梅づくし　梅干し・梅漬け、烏梅・黒焼き、梅料理、ジャム・ジュース、栽培も 農文協 編 農山漁村文化協会 2018.2 628-ﾉｳ

7：芸術・スポーツ・芸能

すごいぞ!ニッポン美術 結城昌子 文 西村書店東京出版編集部 2017.11 702.1-ﾕｳ

国宝の解剖図鑑　国宝を知れば日本の美術と歴史がわかる 佐藤晃子 著 エクスナレッジ 2018.4 709.1-ｻﾄ

新背景カタログ　2　カラー版　下町・昭和の町並編 マール社 2008.6 726-ｼﾝ-2

新背景カタログ　9　カラー版　芸能界編 マール社 2015.10 726-ｼﾝ-9

背景カタログ　西洋ファンタジー編　     商業誌・同人誌に自由に使える マール社編集部 編 マール社 2017.12 726-ﾊｲ

背景資料ブックス　１　ヨーロッパの屋敷・庭園・貴族の館 橘川芯 著　木村俊幸 監修 グラフィック社 2011.12 726-ﾊｲ-1

背景資料ブックス 　2　ヨーロッパの王宮・王と王妃の城 橘川芯 著　木村俊幸 監修 グラフィック社 2012.4 726-ﾊｲ-2

奇観建築・王宮・産業遺産・廃墟　　　　　　背景ビジュアル資料 かさこ 著　木村俊幸 監修 グラフィック社 2009.12 726-ﾊｲ-8

工場地帯・コンビナート　　　　　　　　　　　　　背景ビジュアル資料 かさこ 著　木村俊幸 監修 グラフィック社 2007.8 726-ﾊｲ-1

城・甲冑・古戦場・武具　　　　　　　　　　　　背景ビジュアル資料 かさこ 著　木村俊幸 監修 グラフィック社 2009.9 726-ﾊｲ-7

潜水艇・研究施設・巨大プラント　　　　　　　背景ビジュアル資料 西澤丞 著　木村俊幸 監修 グラフィック社 2008.2 726-ﾊｲ-3

＊文化祭に向けて、イラスト、漫画、アニメなど、「背景」を描くことに関わる、すべてのクリエーターに向けた、「フォト資料集」　揃えました。

1



こんな本が入りました！　 2018‐№3 　  2018/6月～7月20日まで受入分　　　             　教室掲示用
城陽高校図書館　2018/0７/31     ＊書名・著者名・出版者名・出版年・請求記号(本を探すときに必要な分類番号・記号）の順に記載。

　7：芸術・スポーツ・芸能    (つづき）

団地・路地裏・商店街　　　　　　　　　　　　　背景ビジュアル資料 かさこ 著　木村俊幸 監修 グラフィック社 2007.10 726-ﾊｲ-2

会社・オフィス街・高層ビル群　　　　　　　　　　背景ビジュアル資料 かさこ 著　木村俊幸 監修 グラフィック社 2010.5 726-ﾊｲ-10

歓楽街・繁華街・夜の街　　　　　　　　　　　　背景ビジュアル資料 かさこ 著　木村俊幸 監修 グラフィック社 2009.5 726-ﾊｲ-6

洋館・洋風建築　　　　　　　　　　　　　　　　　背景ビジュアル資料 かさこ 著　木村俊幸 監修 グラフィック社 2008.9 726-ﾊｲ-5

ヨーロッパの田舎町・村　　　　　　　　　　　　　背景ビジュアル資料 若月伸一 著 ; 木村俊幸 監修 グラフィック社 2012.10 726-ﾊｲ-13

ビジュアル背景資料　01　女学院・共学高校・小中学校 長尾真志 著　東地和生 監修 玄光社 2016.12 726-ﾋｼ-01

和の背景カタログ　2　明治・大正・昭和　洋館・和洋折衷の家　間取り・解説付き マール社編集部 編 マール社 2016.12 726-ﾏﾙ-2

和の背景カタログ　和室・日本家屋　間取り・解説付き マール社編集部 編 マール社 2015.4 726-ﾜﾉ

ジブラの日本語ラップメソッド Zeebra 著　大野俊也 編 文響社 2018.3 764.7-ｼﾌ

日ポン語ラップの美ー子ちゃん 服部昇大 著 宝島社 2017.10 764.7-ﾊﾂ

部活でスキルアップ!　演劇上達バイブル 杉山純じ 監修 メイツ出版 2018.4 775.7-ﾌｶ

観るまえに読む大修館スポーツルール 2018 大修館書店編集部 編集 大修館書店 2018.4 780-ﾀｲ-2018

なんで山登るねん　わが自伝的登山論 高田直樹 著 山と溪谷社 2014.5 786.1-ﾀｶ

８：言　語

日本語力をつけることばと漢字のレッスン　受験・就職 日栄社編集所 編 日栄社 2017.6 810-ﾆﾁ

ひらがなでよめばわかる日本語 中西進 著 新潮社 2008.6 812-ﾅｶ

広辞苑  第七版 新村出 編 岩波書店 2018.1 813.1-ｼﾝ

広辞苑をつくるひと　広辞苑　第七版 三浦　しをん／著 岩波書店 2018.1 813.1-ﾐｳ

空想英語読本 マッシュー・ファーゴ 著 メディアファクトリー 2010.11 830-ﾌｱ

The Kwaidan Collection　怪談コレクション　level 3(1600-word)
Lafcadio Hearn　著　ラフカディオ・ハーン

David　Olivier [翻案]

IBCパブリッシング　日本洋書

販売
2007.6 837.7-He

９：文　学　（日本・外国）

シナリオパラダイス　人気ドラマが教えてくれるシナリオの書き方 浅田直亮 著 言視舎 2015.7 901.2-ｱｻ

だれでも書けるシナリオ教室 岸川真 著 芸術新聞社 2010.4 901.2-ｷｼ

シェイクスピアが笑うまで　中学生のための脚本創作法 志子田宣生 著 晩成書房 2008.7 901.2-ｼｺ

雨の降る日は学校に行かない 相沢沙呼 著 集英社 2017.3 913-ｱｲ

三毛猫ホームズの四捨五入 赤川次郎 [著]
角川書店　角川グループ

パブリッシング
2009.6 913-ｱｶ

Arknoah　1　僕のつくった怪物 乙一 著 集英社 2015.9 913-ｵﾂ-1

Arknoah　２　ドラゴンファイア 乙一 著 集英社 2018.6 913-ｵﾂ-2

キスできる餃子 秦建日子 原作　松本明美 著 河出書房新社 2018.6 913-ｷｽ

感染領域 くろきすがや 著 宝島社 2018.2 913-ｸﾛ

この夢がさめても、君のことが好きで、好きで。 小春りん 著 スターツ出版 2017.5 913-ｺﾊ

雨の日も神様と相撲を 城平京 著 講談社 2016.1 913-ｼﾛ

カゲロウデイズ　7、８ じん(自然の敵P) 著 KADOKAWA 2016.9 913-ｼﾝ-7・8

青くて痛くて脆い 住野よる 著 KADOKAWA 2018.3 913-ｽﾐ

ピンポンラバー 谷山走太 [著] 小学館 2018.6 913-ﾀﾆ

焼肉ドラゴン 鄭義信 [著] KADOKAWA 2018.5 913-ﾁﾖ

夢の検閲官・魚籃観音記 筒井康隆 著 新潮社 2018.5 913-ﾂﾂ

Re:ゼロから始める異世界生活　13～15 長月達平 著 KADOKAWA 2017.6 913-ﾅｶ-13～15

宵物語 西尾維新 著 講談社 2018.6 913-ﾆｼ

50回目のファーストキス 萩原はるな [著] 講談社 2018.4 913-ﾊｷ

手のひらの音符 藤岡陽子 著 新潮社 2016.9 913-ﾌｼ

未来のミライ 細田守 [著] KADOKAWA 2018.6 913-ﾎｿ

世界でいちばん長い写真 誉田哲也 著 光文社 2012.11 913-ﾎﾝ

ユートピア 湊かなえ 著 集英社 2018.6 913-ﾐﾅ

わが家は祇園(まち)の拝み屋さん 望月麻衣 [著] KADOKAWA 2016.1 913-ﾓﾁ

14歳の水平線 椰月美智子 著 双葉社 2018.5 913-ﾔｽ

宇治拾遺物語 中島悦次 校註 角川書店 1964.10 913.47-ﾅｶ

怠惰の美徳 梅崎春生 著　荻原魚雷 編 中央公論新社 2018.2 914-ｳﾒ
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　E:　絵　本

からすのパンやさん かこ さとし／作・絵 偕成社 2018.6 E-ｶﾗ

だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子 さく/え 福音館書店 1995.6 E-ﾀﾙ

心ってどこにあるのでしょう? こんのひとみ 作　いもとようこ 絵 金の星社 2018.4 E-ｺｺ

タビッコラと宇宙へ 濱口瑛士 白泉社 2018.6 E-ﾀﾋ

 マ ン ガ

コウノドリ　10～20 鈴ノ木ユウ 著 講談社 2015.9 726-ｽｽ-10～20

 

☆七夕リクエストにより、 

『カゲロウデイズ』『コウノドリ』の

続きを購入しました。 

    リクエストありがとう！ 

 
 

 

『私の一冊』に紹介されていた本も 

そろっています。見に来てください！ 
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