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ゆるっと新刊情報

タイトル 著者 出版社 請求記号

ネット・スマホ攻略術 山崎総一郎 講談社 007/ヤ/1

本場であがらない最高の方法
がある。

篠原広美/監修 旺文社 141.6/ホン

高校生しなくてもいいこと
渡辺憲司/執
筆・監修

旺文社 159.7/コウ

13歳からのイスラーム 長沢栄治/監修 かもがわ出版 167/ジユ

中学校の歴史が1冊でしっかり
わかる本

重野陽二郎 かんき出版 210.1/シゲ

13歳からのレイチェル・カーソ
ン

上遠恵子/監修 かもがわ出版 289.3/カソ

中学校の地理が1冊でしっかり
わかる本

宮地秀作 かんき出版 290/ミヤ

中学校の公民が1冊でしっかり
わかる本

蔭山克秀 かんき出版 300/カゲ

14歳の自分に伝えたい「お金
の話」

藤野英人 マガジンハウス 300.4/フジ

会社で働く 松井大助 ぺりかん社 366.2/マツ

高認があるじゃん！2021～
2022年版

学びリンク
376.8/コウ
/21

これからの新しい勉強法 吉川厚/監修 旺文社 376.8/コレ

千葉県高校受験案内2022年
度用

声の教育社編
集部/編集

声の教育社
376.8/チ
バ/22

経済学部 山下久猛 ぺりかん社 376.8/ヤマ

科学コンクール・自由研究を目
指す中高生に必要なもの

堀剛史 パレード 407/ホリ
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6月・7月に新しく図書館に入った本だよ!!

たくさんあるので図書館に来て読んでみてね♪



タイトル 著者 出版社 請求記号

なぜ私たちは理系を選んだの
か

桝太一 岩波書店 407/マ

「数学をする」ってどういうこ
と？

小山信也 技術評論社 410.4/コヤ

ハッピーになれる算数 新井紀子 新曜社 410/ア

生き抜くための数学入門 新井紀子 新曜社 410/ア

地球以外に生命体を宿す天体
はあるのだろうか？

佐々木貴教 岩波書店 445/サ

サンゴは語る 大久保奈弥 岩波書店 483/オ

昆虫記すばらしきフンコロガシ
ジャン＝アンリ・
ファーブル/作

理論社 486/フ

江戸のジャーナリスト葛飾北斎 千野境子 国土社 721.8/チノ

百花宮のお掃除係[1] 黒辺あゆみ KADOKAWA
913.6/クロ
/1

百花宮のお掃除係 2 黒辺あゆみ KADOKAWA
913.6/クロ
/2

百花宮のお掃除係 3 黒辺あゆみ KADOKAWA
913.6/クロ
/3

庭 小手鞠るい/作 小学館 913/コ

私立五芒高校恋する幽霊部員
たち

谷口雅美 講談社 913/タ

夏のカルテット 眞島めいり ＰＨＰ研究所 913/マ

海を見た日
M.G.ヘネシー/
作

鈴木出版 933/ヘ

ラスト・フレンズ
ヤスミン・ラーマ
ン

静山社 933/ラ

神角技巧と11人の破壊者 下 鎌池和馬 KADOKAWA
B913.6/カマ
/3
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タイトル 著者 出版社 請求記号

ホーンテッド・キャンパス[18] 櫛木理宇 KADOKAWA
B913.6/クシ
/18

ひきこまり吸血姫の悶々 5 小林湖底
SBクリエイティ
ブ

Ｂ９１３．６/コバ
/5

薬屋のひとりごと 11 日向夏
主婦の友イン
フォス

B913.6/ヒユ
/11

高校脱出マニュアル 旺文社/編 旺文社 Y376.8/コウ

咎人の刻印[3] 蒼月海里 小学館
Y913.6/アオ
/3

創約とある魔術の禁書目録（イ
ンデックス）4

鎌池和馬 KADOKAWA
Y913.6/カマ
/4

アプリケーションエンジニアに
なるには

小杉眞紀 ぺりかん社 007.6/アプ

高校生からはじめるプログラミ
ング

吉村総一郎 KADOKAWA 007.6/ヨシ

自分のミライの見つけ方 児美川孝一郎 旬報社 159/コ

生きる力ってなんですか？ 齊藤孝 講談社 159/サ

パパラギ ツイアビ 学研プラス 361/ツ

みんな自分らしくいるためのは
じめてのLGBT

遠藤まめた 筑摩書房 367.9/エン

社会福祉士・精神保健福祉士
になるには

田中秀樹/編著 ぺりかん社 369.1/シヤ

価値ある大学 2022年版 日経HR
377.2/カチ
/22

理系の「なぜ？」がわかる本 小谷太郎 青春出版社 404/コタ

東大卒の教師が教えるこども
の科学の疑問に答える本

三澤信也 彩図社 404/ミサ

壊れた脳と生きる 鈴木大介 筑摩書房 493.7/スズ

環境専門家になるには 小熊みどり ぺりかん社 519.0/オグ
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タイトル 著者 出版社 請求記号

14歳からの新しい音楽入門 久保田慶一 スタイルノート 761/クボ

ジュニアアスリートのための最
強の跳び方「ジャンプ力」向上
バイブル

体育指導のス
タートライン/監
修

メイツユニバー
サルコンテンツ

782/ジ

医学のつばさ 海堂尊 KADOKAWA 913.6/カイ

百花宮のお掃除係 4 黒辺あゆみ KADOKAWA
913.6/クロ
/4

オリオンの上 有島希音/作 文研出版 913/ア

ランペシカ 菅野雪虫 講談社 913/ス

あなたがいたところ 中澤晶子/作 汐文社 913/ナ/2

スウィートホーム 花里真希 講談社 913/ハ

夏休みルーム はやみねかおる 朝日新聞出版 913/ハ

Fができない 升井純子/作 文研出版 913/マ

分解系女子マリー クリス・エディソン/作 小学館 933/エ

七つの魔剣が支配する 7 宇野朴人 KADOKAWA B913.6/ウノ/7

ソードアート・オンラインプログ
レッシブ 8

川原礫 KADOKAWA B913.6/カワ/8

僕の愛したジークフリーデ第1部 松山剛 KADOKAWA Ｂ９１３．６/マツ/1

虚ろなるレガリア 1 三雲岳斗 KADOKAWA B913.6/ミク/1

コンビニたそがれ堂異聞千夜一夜 村山早紀 ポプラ社 B913.6/ムラ

ランチタイムのぶたぶた 矢崎存美 光文社 B913.6/ヤザ

はじめての哲学 藤田正勝 岩波書店 S104/フジ

ゲッチョ先生と行く沖縄自然探検 盛口満 岩波書店 S462.1/モリ

10代のための読書地図
本の雑誌編集
部/編

本の雑誌社 Y019.5/ジユ
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本の探し方①

図書館の本って、どうやって並んでいるの？

読みたい本があるけど、どこに置いてあるの？

そんな疑問にお答えします！

Q. 図書館の本ってどうやって並んでいるの？

A. 日本十進分類法に沿って並んでいます
「日本十進分類法」とは、日本の多くの図書館で使われている、図書分類法です。

本の内容によって0～9の数字に分類し、さらにそれぞれを10グループに分け、細分化していきます。

（例）

0 総記

1 哲学
2 歴史
3 社会科学
4 自然科学
5 工業
6 産業
7 芸術
8 言語
9 文学

40 自然科学

41 数学
42 物理
43 化学
44 天文・宇宙
45 地学
46 生物・人類
47 植物
48 動物
49 医学

450 地球科学・地学

451 気象学
452 海洋学
453 地震学
454 地形学
455 地質学
456 地史学・層位学
457 古生物学・化石
458 岩石額
459 鉱物学

数字の後は、著者名や本のタイトルなどの五十音順に並んでいます。

（例）



本の探し方②
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検索機の使い方が分からない時や、棚を探しても見つからない時は、

図書館スタッフに聞いてみて下さい!!

Q. 読みたい本があるけど、どこに置いてあるの？
A. 請求記号を参考にして探しましょう

「請求記号」とは、本の背表紙の下部に貼ってあるシールに書かれた数字のことです。

図書館の本は、請求記号の数字と、五十音に沿って並んでいます。

読みたい本の請求記号を調べ、その本が置いてある棚を探しましょう。

～請求記号はこんなところに書かれています～

（例） 本の背表紙のシール （例） 検索機から出すことができる「所在確認票」

Q. 所在確認票はどうやって出すの？
A. 図書館内にある検索機で印刷することができます

読みたい本を検索機で検索し、書誌詳細画面で「印刷する」ボタンをクリックします。

（例）



ティーンズコーナーに新しい展示棚が入りました!!

8月～9月の展示は「DO YOU KNOW YEN??」
ぜひ借りてみてください♪

#ティーンズ展示 ＃DO YOU KNOW YEN ＃8月-9月 ＃新しい棚
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図書館タイムライン

TRC八千代市中央立図書館

TRC八千代中央図書館 緑が丘図書館 勝田台図書館

八千代市立図書館

Twitterやってます‼

#TRC八千代中央図書館 #緑が丘図書館 ＃勝田台図書館
＃図書館イベント ＃特集展示 ＃いろいろなご案内
#図書館に興味あり ＃気軽にフォローしてね

問合せ：TRC八千代中央図書館
ティーンズ担当 [TEL]047-486-2306


