
 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の新刊書 

タイトル(巻次／版) 著者 出版者 

極(エッセンシャル)アウトプット 樺沢紫苑 小学館 

YouTuber はお嫌いですか? 植村泰平 幻冬舎メディアコンサルティング 

マインドトーク みたらし加奈 Ｈａｇａｚｕｓｓａ Ｂｏｏｋｓ 

3 つの自分で人づきあいがラクになる 杉田峰康 創元社 

ラクしてうまくいく生き方 ひろゆき きずな出版 

「向いてる仕事」を見つけよう トム・ラス ダイヤモンド社 

中高生の悩みを「理系センス」で解決する 40 のヒント 竹内薫 PHP 研究所 

みんなに好かれなくていい 和田秀樹 小学館 

地図とタイムラインで読む第 2 次世界大戦全史 リチャード・オウヴァリー 河出書房新社 

天正伊賀の乱 和田裕弘 中央公論新社 

戦争というもの 半藤一利 PHP 研究所 

東南アジア史１０講 古田元夫 岩波書店 

一冊でわかるインド史 水島司 河出書房新社 

ロイヤルカップルが変えた世界史／上・下 ジャン=フランソワ・ソルノン 原書房 

武器ではなく命の水をおくりたい 宮田律 平凡社 

日本の絶景超完全版   JTB パブリッシング 

朝日キーワード／2022 朝日新聞出版 朝日新聞出版 

絵はがきにされた少年／新版 藤原章生 柏艪舎 

「ことば」に殺される前に 高橋源一郎 河出書房新社 

世界史講師が語る教科書が教えてくれない「保守」って何? 茂木誠 祥伝社 

女たちのポリティクス ブレイディみかこ 幻冬舎 

「ハーフ」ってなんだろう? 下地ローレンス吉孝 平凡社 

国家一般職〈高卒・社会人〉教養試験過去問 350／2022 年度版 資格試験研究会 実務教育出版 

高卒警察官教養試験過去問 350／2022 年度版 資格試験研究会 実務教育出版 

地方初級教養試験過去問 350／2022 年度版 資格試験研究会 実務教育出版 

一気にわかる!池上彰の世界情勢／2021 池上彰 毎日新聞出版 

池上彰の君と考える戦争のない未来 池上彰 理論社 

ポケット六法／令和 3 年版 佐伯仁志 有斐閣 

知って楽しい世界の憲法 西修 海竜社 

檻を壊すライオン 楾大樹 かもがわ出版 

資源争奪の世界史 平沼光 日経 BP 日本経済新聞出版本部 

日本国勢図会／2021-22 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会 

親の期待に応えなくていい 鴻上尚史 小学館 

FACES いじめをこえて 日本放送協会 KADOKAWA 

「死にたい」「消えたい」と思ったことがあるあなたへ こだま 河出書房新社 

キツネ目 岩瀬達哉 講談社 

どうしても頑張れない人たち 宮口幸治 新潮社 

白い土地 三浦英之 集英社クリエイティブ 

好きなのにはワケがある 岩宮恵子 筑摩書房 

国際セクシュアリティ教育ガイダンス／改訂版 ユネスコ 明石書店 

全国大学入試問題正解／2022 年受験用 2・5・8・10・11・12・14・16   旺文社 

ハーバード式 Zoom 授業入門 ダン・レヴィ 青弓社 

子どもの発達が気になったらはじめに読む発達心理・発達相談の本 加藤弘通 ナツメ社 

世界一やさしい超勉強法 101  原マサヒコ 飛鳥新社 

データで知る現代の軍事情勢 岩池正幸 原書房 

世界を変えた知っておくべき 100 人の発見 Wheatley Abigail 小学館 

理科年表 国立天文台 丸善出版 

イラストでわかる科学の教養 365 千葉和義 SB クリエイティブ 

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 

天文年鑑／２０２１年版 天文年鑑編集委員会 誠文堂新光社 

地球科学入門 平朝彦 講談社 

世界の気象現象 Ford Robert J 河出書房新社 

気候崩壊 宇佐美誠 岩波書店 

恐竜大図鑑 Norell, Mark 化学同人 

生態学者の目のツケドコロ 伊勢武史 ベレ出版 

誰がために医師はいる 松本俊彦 みすず書房 

2021 年 7 月号 

メディアセンター 

発行 

夏休みの図書長期貸出及び休み期間の開館日時のお知らせ 

現在、図書の長期貸出を行っています。一人 5 冊まで貸出しており、返却日は 8 月 20 日です。ま

た、夏休み中も開館時には貸出しを行っていますので、ぜひご利用ください。 

メディアセンター開館日時は下記のとおりです。 

開館日時 

7 月 

27 日・28 日・29 日（9：00～16：00） 

8 月 

2 日・3 日・5 日・6 日・10 日・11 日・17 日・18 日（9：00～16：00） 

 

※尚、都合により当日になって突然閉館することもございますので、ご了承ください。 



パンデミック Moore Pete 丸善出版 

大切なのに誰も教えてくれなかった女子の心と体のトリセツ 神藤多喜子 大和書房 

10 代のための疲れた心がラクになる本 長沼睦雄 誠文堂新光社 

さまざまな健康効果を最大化する!〈善玉酵素〉で腸内革命 國澤純 主婦と生活社 

本当はこわくない新型コロナウイルス 井上正康 方丈社 

ラクうまおうちスイーツレシピ まんまる kitchen ワニブックス 

いっしょに帰ろう 蘭木流子 Ｈａｇａｚｕｓｓａ Ｂｏｏｋｓ 

漫画サピエンス全史／人類の誕生編 ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房新社 

基礎から実践まで全網羅背景の描き方 高原さと SB クリエイティブ 

47 都道府県・やきもの百科 神崎宣武 丸善出版 

奇跡のバックホーム 横田慎太郎 幻冬舎 

文章が苦手でも「受かる小論文」の書き方を教えてください。 今道,琢也 朝日新聞出版 

英検準 2 級過去 6 回全問題集 CD／2021 年度版   旺文社 

英検 2 級過去 6 回全問題集 CD／2021 年度版   旺文社 

英検 3 級過去 6 回全問題集 CD／2021 年度版   旺文社 

英検 2 級過去 6 回全問題集／2021 年度版   旺文社 

英検準 2 級過去 6 回全問題集／2021 年度版   旺文社 

英検 3 級過去 6 回全問題集／2021 年度版   旺文社 

英単語ターゲット 1900／6 訂版 ターゲット編集部 旺文社 

レッドネック  相場英雄 角川春樹事務所 

日向を掬う 朝倉宏景 双葉社 

正欲 朝井リョウ 新潮社 

イチケイのカラス／上・下 浅見理都 扶桑社 

神の悪手 芦沢央 新潮社 

レンタルフレンド  青木祐子 集英社 

にぎやかな落日 朝倉かすみ 光文社 

ヨンケイ!! 天沢夏月 ポプラ社 

わたし、定時で帰ります。／[3] 朱野帰子 新潮社 

未来を、11 秒だけ 青柳碧人 光文社 

幻視者の曇り空 織守きょうや 二見書房 

めぐりんと私。 大崎梢 東京創元社 

薔薇のなかの蛇 恩田陸 講談社 

火車の残花 神永学 集英社 

終活の準備はお済みですか? 桂望実 KADOKAWA 

医学のひよこ 海堂尊 KADOKAWA 

ぼくらが死神に祈る日 川崎七音 KADOKAWA 

ガラスの城壁 神永学 文藝春秋 

弁当屋さんのおもてなし／[8] 喜多みどり KADOKAWA 

ブレイクニュース 薬丸岳 集英社 

テスカトリポカ 佐藤,究 KADOKAWA 

最終飛行 佐藤賢一 文藝春秋 

いつの空にも星が出ていた 佐藤多佳子 講談社 

紫ノ宮沙霧のビブリオセラピー 坂上秋成 新潮社 

スイッチ = SWITCH 潮谷験 講談社 

ひげを剃る。そして女子高生を拾う。／4・5 しめさば KADOKAWA 

ひげを剃る。そして女子高生を拾う。Each Stories しめさば KADOKAWA 

神さまのいうとおり 谷瑞恵 幻冬舎 

琥珀の夏 辻村深月 文藝春秋 

声の在りか 寺地はるな KADOKAWA 

緑陰深きところ 遠田潤子 小学館 

君と、眠らないまま夢をみる 遠野海人 KADOKAWA 

カード師 中村文則 朝日新聞出版 

ヒポクラテスの悔恨 中山七里 祥伝社 

臨床の砦 夏川 草介 小学館 

ヒポクラテスの憂鬱 中山七里 祥伝社 

すみれ荘ファミリア 凪良ゆう 講談社 

TAS 特別師弟捜査員 中山七里 集英社 

小説 8050 林真理子 新潮社 

リボルバー  原田マハ 幻冬舎 

てんげんつう 畠中恵 新潮社 

かなしきデブ猫ちゃん 早見和真 集英社 

本心 平野啓一郎 文藝春秋 

きのうのオレンジ 藤岡陽子 集英社 

竜とそばかすの姫 細田守 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

男の子になりたかった女の子になりたかった女の子 松田青子 中央公論新社 

ヒトコブラクダ層ぜっと／上・下 万城目学 幻冬舎 

雷神 道尾,秀介 新潮社 

いのちの停車場 南杏子 幻冬舎 

余命 3000 文字 村崎羯諦 小学館 

月下のサクラ 柚月裕子 徳間書店 

ダンシング・プリズナー 遊川ユウ 集英社 

朽ちないサクラ 柚月裕子 徳間書店 

黒牢城 米澤 穂信 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

晴れた日にかなしみの一つ 上原隆 双葉社 

シリアの戦争で、友だちが死んだ 桜木武史 ポプラ社 

ダリウスは今日も生きづらい Khorram, Adib 集英社 

エンド・オブ・オクトーバー／上・下 Wright Lawrence 早川書房 

 


