
図書室　新着図書リスト　（3月8日～4月5日）
書名 著者名 出版社 分類番号

【総記】000

学校図書館をハックする ｸﾘｽﾃｨｰﾅ・Ａ・ﾎｳｻﾞﾜｲｽ新評論 017

【哲学】100

モヤモヤしている女の子のための読書案内 堀越英美 河出書房新社 159.7
マンガでわかる！１０代に伝えたい人生を前に進める名言定政敬子 大和書房 159.8

【歴史・地理】200

古事談　日本の古典 源顕兼 KADOKAWA 210.3
地図でスッと頭に入る古代史 瀧音能之 昭文社 210.3
源氏将軍断絶 坂井孝一 PHP研究所 210.4
渋沢栄一のこころざし 山岸達児 銀の鈴社 289.1

【社会科学】300

台湾の若者を知りたい 水野俊平 岩波書店 302.2
自分の頭で考える日本の論点 出口治明 幻冬舎 304
図解はじめて学ぶみんなの政治 浜崎絵梨 晶文社 310
コロナ対策　各国リーダーたちの通信簿 栗田路子 光文社 312
こども地政学 バウンド ガンゼン 312.9
マンガでわかる地政学 茂木真 池田書店 312.9
分極社会アメリカ 朝日新聞取材班 朝日新聞社 314.8
アメリカ大統領選 久保文明 岩波書店 314.8
ロヒンギャ危機 中西嘉宏 中央公論新社 316.8
地方を生きる 小松理虔 筑摩書房 318.6
一気にわかる！池上彰の世界情勢2021 池上彰 毎日新聞出版 319
世界一ポップな国際ニュースの授業 藤原帰一 文藝春秋 319
広島平和資料館は問いかける 志賀賢治 岩波書店 319.8
あぶない法哲学 住吉雅美 講談社 321.1
値段がわかれば社会がわかる　初めての経済学 徳田賢二 筑摩書房 331.8
地域衰退 宮崎雅人 岩波書店 332.1
マークで学ぶSDGｓ　家でみつかるマーク 蟹江憲史 ほるぷ社 333.8
グローバル・タックス　国境を超える課税権力 諸富徹 岩波書店 345.1
地域を変えるソーシャルワーカー 朝比奈ミカ 岩波書店 369.1
成人式とは何か 田中治彦 岩波書店 385.3

【自然科学】400

イラスト＆図解　知識ゼロでも楽しく読める！数学のしくみ加藤文元 西東社 410
イラスト＆図解　知識ゼロでも楽しく読める！物理のしくみ川村康文 西東社 420.4
トコトンやさしい相対性理論の本 山早紀耕造 日刊工業新聞社 421.2
世界史は化学でできている 左巻健男 ダイヤモンド社 430.2
ざんこく探偵の生きもの事件簿 一日一種 山と渓谷社 460
はずれ者が進化をつくる 稲垣栄洋 筑摩書房 467.5
NHK『香川照之のすごいぜ！』図鑑　VOL.．１ カマキリ先生 NHK出版 486
スマホ脳 アンデシュ・ハンセン 新潮社 491.3
本当は危ない国産食品 奥野修司 新潮社 498.5

【技術】500

気温が一度上がると、どうなるの？ K・S・シュライバー 西村書店 519
絵本のようにめくる城と宮殿の物語 石井美樹子 昭文社 523.3
アパレル終焉 小島健輔 朝日新聞社 589.2

【産業】600

食糧危機 井出留美 PHP研究所 611.3
犬・ド・フランス 田中敦 みらいパブリッシング 645.6

【芸術】700



３６６日風景画をめぐる旅 パイインターナショナル 723.5
ドラゴン桜2　14 三田紀房 講談社 726.1
英米文学者と読む『約束のネバーランド』 戸田彗 集英社 726.1
ちいさなライオン ジャック・プレヴェール 文遊社 726.6
あるヘラジカの物語 鈴木まもる あすなろ書房 726.6
夢のつかみ方、挑戦し続ける力 早霧せいな 河出書房新社 775.4

【言語】800

朝日キーワード2022 朝日新聞出版 朝日新聞出版 813.7
高校生からの韓国語入門 稲川右樹 筑摩書房 829.1
英語独習法 今井むつみ 岩波書店 830.7

【文学】900

平安男子の元気な！生活 川村裕子 岩波書店 910.2
お探し物は図書室まで 青山美智子 ポプラ社 913.6
発注いただきました！ 朝井リョウ 集英社 913.6
ブルーローズは眠らない 市川憂人 東京創元社 913.6
あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。 汐見夏衛 スターツ出版 913.6
道然寺さんの双子探偵 岡崎琢磨 朝日新聞出版 913.6
記憶屋　2 織守きょうや KADOKAWA 913.6
記憶屋　3 織守きょうや KADOKAWA 913.6
記憶屋　0 織守きょうや KADOKAWA 913.6
ソードアート・オンライン　25 川原礫 KADOKAWA 913.6
クララ殺し 小林泰三 東京創元社 813.6
天国までの４９日間　アナザストーリー 櫻井千姫 スターツ出版 913.6
キノの旅　23 時雨沢恵一 KADOKAWA 913.6
比翼は万里を翔る 篠原悠希 KADOKAWA 913.6
麦本三歩の好きなもの　第二集 住野よる 幻冬舎 913.6
その扉をたたく音 瀬尾まいこ 集英社 913.6
あきない世傳金と銀　10 高田郁 角川春樹事務所 913.6
教場0 長岡弘樹 小学館 913.6
風間教場 長岡弘樹 小学館 913.6
白の王 廣嶋玲子 東京創元社 913.6
赤の王 廣嶋玲子 東京創元社 913.6
薬屋のひとりごと　2-7 日向夏 主婦の友インフォス 913.6
滅びの前のシャングリラ 凪良ゆう 中央公論新社 913.6
わんダブフル・デイズ 横関大 幻冬舎 913.6
ワンさぶ子の怠惰な冒険 宮下奈都 光文社 914.6
『ネクロノミコン』の物語 H・P・ラドクラフト 星海社 933
這い寄る混沌 H・P・ラヴクラフト 星海社 933


