
 

 

 

 

                    

今月の新刊書 

タイトル(巻次／版) 著者 出版者 

すべてはノートからはじまる 倉下忠憲 星海社 

デジタル・ファシズム 堤未果 NHK出版 

Python 1年生 森巧尚 翔泳社 

死にたいのに死ねないので本を読む 吉田隼人 草思社 

心の名医シーベリー博士が教える幸せな生き方 シーベリー，デヴィッド 三笠書房 

マンガで「めんどくさい」がなくなる本 鶴田豊和 フォレスト出版 

誰でもできるけれど見過ごしがちな幸せに近づく 1000のリスト マーク・チャーノフ ディスカヴァー・トゥエンティワン 

今日がもっと楽しくなる行動最適化大全  樺沢紫苑 KADOKAWA 

夢中になる東大世界史 福村国春 光文社 

頼朝と義時 呉座勇一 講談社 

これが日本の正体! 池上彰 大和書房 

老人支配国家日本の危機 エマニュエル・トッド 文藝春秋 

誰も教えてくれない日本の不都合な現実 ひろゆき きずな出版 

アホか。 百田尚樹 新潮社 

地政学 奥山真司 新星出版社 

ルポ死刑 佐藤大介 幻冬舎 

行動経済学 阿部誠 新星出版社 

なぜ、日本人の 9割は金持ちになれないのか 藤井聡 ポプラ社 

中学生にもわかる会社の創り方・拡げ方・売り方 宮嵜太郎 クロスメディア・パブリッシング 

お金の基本 杉山敏啓 新星出版社 

保険こう選ぶのが正解!／2022-2023年版 横川由理 実務教育出版 

「日本」ってどんな国? 本田由紀 筑摩書房 

感情的にならない気持ちの整理術 和田 秀樹 ディスカヴァー・トゥエンティワン 

知らないと損する年金の真実 大江英樹 ワニブックス 

夫婦別姓 栗田 路子 筑摩書房 

母のトリセツ 黒川伊保子 扶桑社 

社会福祉士出る!出る!一問一答／第 4版 社会福祉士試験対策研究会 翔泳社 

やっておきたい英語長文３００ 杉山俊一 河合出版 

やっておきたい英語長文７００ 杉山俊一 河合出版 

細野真宏のベクトル「空間図形」が本当によくわかる本 細野真宏 小学館 

細野真宏のベクトルと平面図形が本当によくわかる本 細野真宏 小学館 

やっておきたい英語長文５００ 杉山俊一 河合出版 

札幌医科大学 医学部／2022年版   教学社 

山中教授、同級生の小児脳科学者と子育てを語る 山中伸弥 講談社 

クマにあったらどうするか 姉崎等 筑摩書房 

イチから鍛える高速計算Sonic 矢加部淳 学研プラス 

図解身近にあふれる「微分・積分」が 3時間でわかる本 狭川遥 明日香出版社 

宇宙はなぜ美しいのか 村山 斉 幻冬舎 

大森徹の生物実験・考察問題の解法 大森徹 旺文社 

最強脳 アンデシュ・ハンセン 新潮社 

たんぱく質プロテイン医学部教授が教える最高のとり方大全 上月正博 文響社 

弁理士になりたいと思ったらはじめに読む本 中川淨宗 中央経済社 

にっぽん全国おみやげおやつ 甲斐みのり 白泉社 

チョコレート検定公式テキスト 21年版 明治チョコレート検定委員会 学研プラス 

hibi hibi自分がよろこぶ暮らしかた asako 大和書房 

まいにち刺し子 sashikonami 日本ヴォーグ社 

やっぱり食べに行こう。 原田マハ 毎日新聞出版 

絵本のようなお菓子 milky 白泉社 

SDGs時代の食・環境問題入門 吉積巳貴 昭和堂 

野菜も人も畑で育つ 萩原紀行 同文舘出版 

おうち野菜づくり 宮崎大輔 KADOKAWA 

図書館司書 30人が選んだ猫の本棚 高野一枝 郵研社 

心をととのえるスヌーピー チャールズ・M・シュルツ 光文社 

ムスコ物語 ヤマザキマリ 幻冬舎 

スマホで描く!はじめてのデジ絵ガイドブック (萌)表現探求サークル ホビージャパン 

じゃない! チョーヒカル フレーベル館 

あきらがあけてあげるから ヨシタケシンスケ PHP研究所 

東京オリンピック始末記 小笠原博毅 山本敦久 

東大ナゾトレ ＳＥＡＳＯＮ２／第 9巻   扶桑社 

採点者の心をつかむ合格する小論文のネタ／医歯薬/看護・医療編 中塚光之介 かんき出版 

一億人の英文法 大西泰斗 ナガセ 

大西泰斗のそれわ英語ぢゃないだらふ 大西泰斗 幻冬舎 

英語が話せる人はやっている魔法のイングリッシュルーティン  Miracle KADOKAWA 

2022年 2月号 

メディアセンター 

発行 

全学年貸出し終了のお知らせ及び 

図書返却のお願い 

 

今年度の貸出は 2月 28日をもって終了いたします。 

また、冬休み前に本をかりて返却していない方がいらっしゃいます。 

至急返却してください。 



謎を買うならコンビニで 秋保水菓 講談社 

忘れさせてよ、後輩くん。 あまさきみりと KADOKAWA 

ざんねんなスパイ 一條次郎 新潮社 

神曲 川村元気 新潮社 

むき出し 兼近大樹 文藝春秋 

親愛なるあなたへ カンザキイオリ 河出書房新社 

ニシキタ幸福堂 烏丸紫明 マイナビ出版 

いつかの岸辺に跳ねていく 加納朋子 幻冬舎 

老後の資金がありません 垣谷美雨 中央公論新社 

深夜廻 日本一ソフトウェア PHP研究所 

世界は恋に落ちている HoneyWorks KADOKAWA 

ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います 香坂マト KADOKAWA 

闇祓 辻村深月 KADOKAWA 

アリスの国の殺人／新装版 辻真先 徳間書店 

僕らのセカイはフィクションで 夏海 公司 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

もう生まれたくない 長嶋有 講談社 

座敷童子の代理人／9 仁科裕貴 KADOKAWA 

李王家の縁談 林真理子 文藝春秋 

北緯 43度のコールドケース 伏尾美紀 講談社 

夜廻 日本一ソフトウェア PHP研究所 

星を掬う 町田そのこ 中央公論新社 

桃太郎は鬼ケ島をもう一度襲撃することにした 森達也 ワニブックス 

らんたん 柚木麻子 小学館 

アイの歌声を聴かせて 吉浦康裕 講談社 

OTOGIBANASHI 彩瀬まる 講談社 

海をあげる 上間陽子 筑摩書房 

月夜の森の梟 小池真理子 朝日新聞出版 

ミルクとコロナ 白岩玄 河出書房新社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 

3月 17日から蔵書点検のため、メディアセンターを完全閉館い

たします。生徒は一切入室できませんので、ご了承ください。 

また、返却し忘れた本がありましたら、閉館中はメディアセンタ

ー出入口にある返却ポストに入れてください。 

今回は景品が出ませんので、答

えを下記に掲載します。 

間違え探しを楽しんでくださ

いね。 


