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今月の新刊書 

タイトル(巻次／版) 著者 出版者 

Code as Creative Medium ゴラン・レヴィン ビー・エヌ・エヌ 

読書会という幸福 向井 和美 岩波書店 

学校で知っておきたい著作権／1／改訂新版 小寺信良 汐文社 

ギネス世界記録／2022 クレイグ・グレンディ 角川アスキー総合研究所 

思わずためしてみたくなるマンガ心理学 1年生 齊藤勇 宝島社 

14歳からの個人主義 丸山俊一 大和書房 

空海 松長 有慶 岩波書店 

歴史像を伝える 成田 龍一 岩波書店 

鎌倉・室町時代 本郷和人 朝日新聞出版 

日本人の宿題 半藤一利 NHK出版 

図説チェコとスロヴァキアの歴史 薩摩秀登 河出書房新社 

家系図でわかる日本の上流階級 八幡和郎 清談社 Publico 

ニュージーランド アーダーン首相 マデリン・チャップマン 集英社インターナショナル 

メルケル カティ・マートン 文藝春秋 

日本と世界の地理 砂崎良 朝日新聞出版 

地球の歩き方／W11 地球の歩き方編集室 地球の歩き方 

地球の歩き方／J04／2023～2024年版 地球の歩き方編集室 地球の歩き方 

地球の歩き方／W17 地球の歩き方編集室 地球の歩き方 

池上彰の世界の見方／中国 池上彰 小学館 

池上彰の世界の見方 ／東欧・旧ソ連の国  々 池上彰 小学館 

コロナ後の世界 内田樹 文藝春秋 

お笑い公文書 2022こんな日本に誰がした! プチ鹿島 文藝春秋 

ナワリヌイ ヤン・マッティ・ドルバウム NHK出版 

世界史と時事ニュースが同時にわかる新地政学 長谷川敦 朝日新聞出版 

ウイグル大虐殺からの生還 再教育収容所地獄の 2年間 グルバハール・ハイティワジ 河出書房新社 

独裁者プーチンはなぜ暴挙に走ったか 池上彰 文藝春秋 

ゼレンスキー大統領、世界に向けた魂の演説集 ゼレンスキー 扶桑社 

日本の領土と国境 山田吉彦 育鵬社 

中国のデジタルイノベーション 小池 政就 岩波書店 

世界一やさしい会議ファシリテーションの教科書 1年生 堀公俊 ソーテック社 

明日話したくなるお金の歴史 阿部泉 清水書院 

日本国勢図解／２０２２／２３ 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会 

部落の私たちがリモートで好き勝手にしゃべってみた。 部落解放・人権研究所 部落解放・人権研究所 

図解いちばん親切な年金の本／22-23年版 清水典子 ナツメ社 

性差(ジェンダー)の日本史 国立歴史民俗博物館 集英社インターナショナル 

ヤングケアラーってなんだろう 澁谷智子 筑摩書房 

学校はなぜ退屈でなぜ大切なのか 広田照幸 筑摩書房 

マイテーマの探し方 片岡則夫 筑摩書房 

名作で楽しむかわいいペープサート 井上明美 自由現代社 

簡単ペープサート   学研プラス 

ビーカーくんがゆく!工場・博物館・実験施設 うえたに夫婦 誠文堂新光社 

世界は「e」でできている 金重明 講談社 

今こそ「わかる」有機化学入門 齋藤勝裕 SBクリエイティブ 

空を見るのが楽しくなる!雲のしくみ 荒木健太郎 誠文堂新光社 

#かわいい#楽しい#癒し#水族館に行こう   JTBパブリッシング 

#かわいい#楽しい#癒し#動物園に行こう   JTBパブリッシング 

ニホンカワウソは生きている 宗像充 旬報社 

教えて!マジカルドクター  大塚篤司 丸善出版 

救命センター 浜辺祐一 集英社 

これだけは知っておきたい双極性障害／第 2版 加藤忠史 翔泳社 

医療崩壊真犯人は誰だ 鈴木亘 講談社 

未来の医療で働くあなたへ 奥真也 河出書房新社 

不安・イライラがスッと消え去る「安心のタネ」の育て方 浅井咲子 大和出版 

再生可能エネルギーの問題点 加藤やすこ 緑風出版 

知っておきたい栄養学／最新改訂版 白鳥早奈英 学研プラス 

誰のための排除アート？ 五十嵐太郎 岩波書店 

フォトリアル CGで見る世界の SDGsスマートシティ エリン・グリフィス 原書房 

SDGsの大嘘 池田清彦 宝島社 

はじめて学ぶ環境倫理 吉永明弘 筑摩書房 

建築家になりたい君へ 隈研吾 河出書房新社 

インベンション ジェームズ・ダイソン 日経 BP日本経済新聞出版 

無印良品の教え 松井忠三 KADOKAWA 
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もうすぐ夏休み！課題図書を読んで読書感想文を

書きませんか？ 
 今年の第 68回青少年読書感想文全国コンクールの高校生部門課題 

図書は以下の 3冊となっています。ぜひ読書感想文を書いて応募して 

くださいね。 

『その扉をたたく音』瀬尾まいこ 著／集英社 

『建築家になりたい君へ』隈研吾 著／河出書房新社 

『クジラの骨と僕らの未来』中村玄 著／理論社 
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桃屋のかんたんレシピ 桃屋 永岡書店 

時短料理研究家ろこさんの冷凍コンテナ弁当 ろこ マガジンハウス 

うさぎのほんね 森山標子 東京書店 

とりのほんね 磯崎哲也 東京書店 

日本クマ事件簿   三才ブックス 

テレビの重罪 和田秀樹 宝島社 

ほんとうにすごい仏像図鑑 川内蓮 朝日新聞出版 

おかあさん、お空のセカイのはなしをしてあげる! 竹内文香 飛鳥新社 

ピーナッツ大図鑑 サイモン・ビークロフト 河出書房新社 

朝日新聞報道写真集／2022 朝日新聞社 朝日新聞出版 

コ・デザイン 上平崇仁 NTT出版 

パラスポーツとボランティア 兵藤 智佳 ﾅｶﾆｼﾔ出版 

東京五輪の大罪 本間龍 筑摩書房 

パラアスリート谷真海切り拓くチカラ 徳原海 集英社 

ジョアン・ミレッ世界レベルの GK講座／技術編 倉本和昌 カンゼン 

バドミントンふたば未来学園高校式プログラム 本多裕樹 ベースボール・マガジン社 

ここに立つために 原口文仁 ベースボール・マガジン社 

eスポーツの科学 FeRC ベースボール・マガジン社 

「させていただく」の使い方 椎名美智 KADOKAWA 

文章がフツーにうまくなるとっておきのことば術 関根健一 大修館書店 

ぐんぐん英語力がアップする音読パッケージ NEWトレーニング／中級レベル 森沢洋介 ベレ出版 

世界文学の名作を「最短」で読む 栩木伸明 筑摩書房 

星新一の思想 浅羽通明 筑摩書房 

小林秀雄の「人生」論 浜崎洋介 NHK出版 

善人たち 遠藤周作 新潮社 

俺ではない炎上 浅倉秋成 双葉社 

野良犬イギー  荒木飛呂彦 集英社 

まっとうな人生 絲山秋子 河出書房新社 

くるまの娘 宇佐見りん 河出書房新社 

死神を祀る 大石大 双葉社 

櫻子さんの足下には死体が埋まっている／[18] 太田紫織 KADOKAWA 

孤蝶の城 桜木紫乃 新潮社 

さざなみの彼方 佐藤雫 集英社 

世界が青くなったら 武田綾乃 文藝春秋 

死神と天使の円舞曲(ワルツ) 知念実希人 光文社 

イーヴィル・デッド  七尾与史 実業之日本社 

棘の家 中山七里 KADOKAWA 

境界のポラリス 中島空 講談社 

スパイコード W 福田和代 KADOKAWA 

宙(そら)ごはん 町田そのこ 小学館 

夢をかなえるゾウ／0 水野敬也 文響社 

沈みかけの船より、愛をこめて  乙一 朝日新聞出版 

人生の疲れについて 曽野綾子 扶桑社 

歴史探偵開戦から終戦まで 半藤一利 文藝春秋 

万感のおもい 万城目学 夏葉社 

米澤屋書店 米澤穂信 文藝春秋 

あのころなにしてた? 綿矢りさ 新潮社 

大絶滅は、また起きるのか？ 高橋 瑞樹 岩波書店 

 

 

 

夏休みの長期貸出と開館日時のお知らせ 
夏休みの長期貸出は7月8 日から始まっています。一人 5冊まで借りることができ、返却日は 8月

19日となっています。 

また、夏休み中は下記の日程で開館する予定です。急遽変更する場合もありますので、あらかじめ

ご了承ください。 

 

開館日 

7月 25日～7月 29日・8月 2日～8月5日・8月8日～8月 10日 

開館時間 

午前9時～午後4時まで 


