
♪♪♪　新着図書　♪♪♪

書名 編著者 出版者

５２ヘルツのクジラたち 町田 そのこ 中央公論新社

猫を棄てる - 父親について語るとき 村上春樹 文藝春秋

５Ｇ - 次世代移動通信規格の可能性 岩波新書 森川 博之 岩波書店

博士の愛したジミな昆虫 岩波ジュニア新書 金子 修治/鈴木 紀之/安田 弘法 岩波書店

なぜ僕らは働くのか - 君が幸せになるために考えてほしい大切なこと 池上 彰 学研プラス

高校生よく出る一般常識問題集 〈’２１年版〉 成美堂出版編集部 成美堂出版

大学ランキング 〈２０２１年版〉 ＡＥＲＡムック　ＡＥＲＡ　ＭＯＯＫ進学 朝日新聞出版 朝日新聞出版
高校生の就職活動オールガイド 〈’２１年版〉 加藤 敏明 成美堂出版

高校生の就職試験一般常識＆ＳＰＩ 〈２０２１年度版〉 - ＳＰＩ３完全対応！ 柳本 新二 一ツ橋書店

高校生就職面接の受け方答え方 〈’２１年版〉 成美堂出版編集部 成美堂出版

大学入試志望理由書のルールブック - ゼロから１カ月で受かる 神﨑 史彦 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

高校生の就職試験適性検査問題集 〈’２１年版〉 成美堂出版編集部 成美堂出版

超速マスター！一般常識＆時事問題 〈’２２〉 就職対策研究会 高橋書店

キャリアアップ国語表現法 （二十訂版） 丸山 顯徳 嵯峨野書院

現代用語の基礎知識　増刊　ＮＥＷＳ版 自由国民版 自由国民社 自由国民社
推薦入試・ＡＯ入試志望理由書・自己推薦書の書き方 河合塾ｓｅｒｉｅｓ （改訂版） 八木 暉雄/神坂 直樹/山本 和男 河合出版

アニメ業界就職ガイド Ｎｅｗｔｙｐｅ　Ｐｒｅｓｅｎｔｓ Ｎｅｗｔｙｐｅ編集部 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

図解でわかる時事重要テーマ１００ 〈２０２１年度版〉 - 業界・企業研究にも使える 日経就職シリーズ 日経ＨＲ編集部 日経ＨＲ編集部

日本一社員が成長できる＝幸せな会社 芦田 敏之 クロスメディア・パブリッシング

高校生からのビジネスマナー - 社会人を目指す人に役立つビジネスマナーバイブル 実教出版編修部 実教出版編修部

獣医学部 - 中高生のための学部選びガイド なるにはＢＯＯＫＳ　大学学部調べ 斉藤 智 ぺりかん社
外国語学部 - 中高生のための学部選びガイド なるにはＢＯＯＫＳ 大学学部調べ 元木 裕 ぺりかん社
栄養学部 - 中高生のための学部選びガイド なるにはＢＯＯＫＳ 大学学部調べ 佐藤 成美 ぺりかん社
経営学部・商学部 - 中高生のための学部選びガイド なるにはＢＯＯＫＳ　大学学部調べ 大岳 美帆 ぺりかん社
医学部 - 中高生のための学部選びガイド なるにはＢＯＯＫＳ　 大学学部調べ 浅野恵子 ぺりかん社
文学部 なるにはＢＯＯＫＳ　大学学部調べ 戸田 恭子 ぺりかん社
工学部 - 中高生のための学部選びガイド なるにはＢＯＯＫＳ　 大学学部調べ 漆原 次郎 ぺりかん社
法学部 - 中高生のための学部選びガイド なるにはＢＯＯＫＳ　 大学学部調べ 山下 久猛 ぺりかん社
教育学部 - 中高生のための学部選びガイド なるにはＢＯＯＫＳ　 大学学部調べ 三井 綾子 ぺりかん社
社会学部・観光学部 なるにはＢＯＯＫＳ　大学学部調べ 中村 正人 ぺりかん社
理学部・理工学部 なるにはＢＯＯＫＳ　大学学部調べ 佐藤 成美 ぺりかん社
看護学部・保健医療学部 なるにはＢＯＯＫＳ　大学学部調べ 松井 大助 ぺりかん社
大人になったらしたい仕事 〈1〉 - 「好き」を仕事にした３５人の先輩たち 朝日中高生新聞編集部 朝日学生新聞社
大人になったらしたい仕事 〈2〉 - 「好き」を仕事にした３５人の先輩たち 朝日中高生新聞編集部 朝日学生新聞社
大人になったらしたい仕事 〈３〉 - 「好き」を仕事にした３５人の先輩たち 朝日中高生新聞編集部 朝日学生新聞社
パイロットになるには なるにはｂｏｏｋｓ 永峯 正義 ぺりかん社
客室乗務員になるには なるにはｂｏｏｋｓ 鑓田 浩章 ぺりかん社

船長・機関長になるには なるにはｂｏｏｋｓ

Ｊ‐ＣＲＥＷプロジェク
ト―やっぱり海が好き
【協力】/日本海事新
聞社【編】/穴澤 修平

ぺりかん社

医師になるには なるにはｂｏｏｋｓ 小川 明 ぺりかん社

看護師になるには なるにはｂｏｏｋｓ
川嶋 みどり【監修】/
佐々木 幾美/吉田
みつ子/西田 朋子

ぺりかん社



保育士になるには なるにはｂｏｏｋｓ 金子 恵美 ぺりかん社
司書になるには なるにはｂｏｏｋｓ 森 智彦 ぺりかん社
国家公務員になるには なるにはｂｏｏｋｓ 井上 繁 ぺりかん社
自動車整備士になるには なるにはｂｏｏｋｓ 広田 民郎 ぺりかん社
鉄道員になるには なるにはｂｏｏｋｓ 土屋 武之 ぺりかん社
小学校教師になるには なるにはｂｏｏｋｓ 森川 輝紀 ぺりかん社
管理栄養士・栄養士になるには なるにはｂｏｏｋｓ 藤原 眞昭 ぺりかん社
販売員・ファッションアドバイザーになるには なるにはｂｏｏｋｓ 浅野 恵子 ぺりかん社
環境スペシャリストになるには なるにはｂｏｏｋｓ 古田 ゆかり ぺりかん社
漁師になるには なるにはＢＯＯＫＳ 大浦 佳代 ぺりかん社
歯科衛生士・歯科技工士になるには なるにはｂｏｏｋｓ 宇田川 廣美 ぺりかん社
警察官になるには 〈〔２００９年〕〉 なるにはｂｏｏｋｓ 宍倉 正弘 ぺりかん社
幼稚園教諭になるには なるにはＢＯＯＫＳ 大豆生田 啓友 ぺりかん社
薬剤師になるには なるにはＢＯＯＫＳ 井手口 直子 ぺりかん社
地方公務員になるには なるにはｂｏｏｋｓ 井上 繁 ぺりかん社
獣医師になるには なるにはＢＯＯＫＳ 井上 こみち ぺりかん社
 グリーンコーディネーターになるには 吉田幸夫 ぺりかん社
自然保護レンジャーになるには  須藤ナオミ・藤原祥弘 ぺりかん社
宗教家になるには 宗教家になるには ぺりかん社
歯科医師になるには 笹田久美子 ぺりかん社
中学校・高校教師になるには 森川輝紀 ぺりかん社
消防官になるには 益田美樹 ぺりかん社
動物看護師になるには 井上こみち ぺりかん社
動物訓練士になるには 井上こみち ぺりかん社
作業療法士になるには 濱口豊太 ぺりかん社
介護福祉士になるには 渡辺裕美 ぺりかん社
保健師・養護教諭になるには 鈴木るり子・標美奈子・堀篭ちづ子 ぺりかん社
税理士になるには 西山恭博 ぺりかん社
宇宙飛行士になるには 漆原次郎 ぺりかん社

学芸員になるには 横山佐紀 ぺりかん社

臨床検査技師になるには 岩間靖典 ぺりかん社
言語聴覚士になるには 中島匡子 ぺりかん社
カフェオーナー・カフェスタッフ・バリスタになるには 安田理 ぺりかん社
パティシエになるには 辻製菓専門学校 ぺりかん社
ライターになるには 大前仁・木村由香里 ぺりかん社
ネイリストになるには 津留有希 ぺりかん社
社会起業家になるには 籏智優子 ぺりかん社
絵本作家になるには  小野明　 柴田こずえ ぺりかん社
銀行員になるには 泉美智子 ぺりかん社
警備員・セキュリティスタッフになるには  山中伊知郎 ぺりかん社
観光ガイドになるには 中村正人 ぺりかん社
理系学術研究者になるには 佐藤成美 ぺりかん社
気象予報士・予報官になるには 金子大輔 ぺりかん社
ビルメンテナンススタッフになるには 谷岡雅樹 ぺりかん社
義肢装具士になるには 益田美樹 ぺりかん社
助産師になるには 加納尚美 ぺりかん社
グランドスタッフになるには 京極祥江 ぺりかん社
診療放射線技師になるには 笹田久美子 ぺりかん社
視能訓練士になるには 橋口佐紀子 ぺりかん社
バイオ技術者・研究者になるには 堀川晃菜 ぺりかん社
救急救命士になるには 益田美樹 ぺりかん社
ＮＰＯ法人で働く 小堂敏郎 ぺりかん社
子どもと働く 木村明子 ぺりかん社
葬祭業界で働く 薄井秀夫 柿ノ木坂ケイ ぺりかん社
アウトドアで働く 須藤ナオミ ぺりかん社
東南アジアで働く 横山和子 ぺりかん社
魚市場で働く 鑓田浩章 ぺりかん社
宇宙・天文で働く 本田隆行 ぺりかん社
医薬品業界で働く 池田亜希子 ぺりかん社



スポーツで働く 谷隆一・藤江亮介 ぺりかん社
証券・保険業界で働く 生島典子 ぺりかん社
Ｔｈｉｎｋ　ｃｌｅａｒｌｙ - 最新の学術研究から導いた、よりよい人生を送るための ドベリ，ロルフ サンマーク出版
成功している人は、なぜ神社に行くのか？ 八木 龍平 サンマーク出版
言葉の力を高めると、夢はかなう 渡邊 康弘 サンマーク出版
雲を紡ぐ 伊吹有喜 文藝春秋
１回で合格！リテールマーケティング（販売士）検定３級テキスト＆問題集 上岡 史郎 成美堂出版
一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書 山﨑　圭一 SBクリエイティブ
一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 山﨑　圭一 SBクリエイティブ
勉強が死ぬほど面白くなる独学の教科書 中田　敦彦 SBクリエイティブ
100日後に死ぬワニ きくち　ゆうき 小学館
もしものせかい ヨシタケ　シンスケ 赤ちゃんとママ社


