
令和４年度７月新着図書（2022/7/15現在）

書名 著者・編集者名 出版社 書名 著者・編集者名 出版社

中学生からの大学講義１　何のために「学ぶ」のか 桐光学園 筑摩書房 再生可能エネルギーによる持続可能なコミュニティへの市民の挑戦 渡邊　登 新潟日報事業社

中学生からの大学講義２　考える方法 桐光学園 筑摩書房 ＳＤＧｓの基礎 事業構想研究所 事業構想大学院大学出版部

続・中学生からの大学講義１　学ぶということ 桐光学園 筑摩書房
環境白書　循環型社会白書／生物多様性白書　令和４年版　グリーン社会の

実現に向けて変える私たちの地域とライフスタイル
環境省 日経印刷

続・中学生からの大学講義３　創造するということ 桐光学園 筑摩書房 料理と利他 土井　善晴 ミシマ社

まちの本屋 田口　幹人 ポプラ社

私たちはどのような世界を想像すべきか 東京大学東アジア藝文書院 トランスビュー 地域を変える、アイデアとクリエイティブ！読本 ブレーン編集部 宣伝会議

にゃんこ四字熟語辞典 西川　清史 飛鳥新社

ようこそ、心理学部へ 同志社大学心理学部 筑摩書房 沖縄恩納村・サンゴまん中の協同 西村　一郎 同時代社

やらかした時にどうするか 畑村　洋太郎 筑摩書房 すべての仕事はクリエイティブディレクションである。 古川　裕也 宣伝会議

脱・呪縛 鎌田　實 理論社 公共交通が人とまちを元気にする 松中　亮治 学芸出版社

世界遺産の神社 神宮館 神宮館 交流まちづくり 国土総合研究機構観光まちづくり研究会 学芸出版社

歩いてめぐる春日大社 春日大社 扶桑社

絶景姫路城 大西　義和 光村推古書院

続・中学生からの大学講義２　歴史の読みかた 桐光学園 筑摩書房 いつかすべてが君の力になる 梶　裕貴 河出書房新社

暮らしと遊びの江戸ペディア 飯田　泰子 芙蓉書房出版 あの夏の正解 早見　和真 新潮社

奴隷のしつけ方 マルクス・シドニウス・ファルクス 筑摩書房

遠山景晋 藤田　覚 吉川弘文館 ２０カ国語ペラペラ 種田　輝豊 筑摩書房

世界でいちばん観られている旅ＮＡＳ　ＤＡＩＬＹ ヌサイア　ＮＡＳ．ヤシン 太郎次郎社エディタス 英語のハノン中級 横山　雅彦 筑摩書房

ブラタモリ　３　函館/川越/奈良/仙台 NHK「ブラタモリ」制作班 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ブラタモリ　１７　吉祥寺/田園調布/尾道/倉敷/高知 NHK「ブラタモリ」制作班 ＫＡＤＯＫＡＷＡ わたしの好きな季語 川上　弘美 ＮＨＫ出版

ブラタモリ　１６　富士山・三保松原/高野山/宝塚/有馬温泉 NHK「ブラタモリ」制作班 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 新釈走れメロス　他四篇 森見　登美彦 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ブラタモリ　１３　京都-清水寺・祇園-/黒部ダム/立山 NHK「ブラタモリ」制作班 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 死神と天使の円舞曲 知念　実希人 光文社

マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂　幸太郎 幻冬舎

フィンランドはなぜ「世界一幸せな国」になったのか 岩竹　美加子 幻冬舎 青の数学　１・２巻 王城　夕紀 新潮社

池上彰の世界の見方　東欧・旧ソ連の国々 池上　彰 小学館 青ノ果テ 伊与原　新 新潮社

中学生からの大学講義４　揺らぐ世界 桐光学園 筑摩書房 下町やぶさか診療所いのちの約束 池永　陽 集英社

中学生からの大学講義５　生き抜く力を身につける 桐光学園 筑摩書房 お探し物は図書室まで 青山　美智子 ポプラ社

白書の白書　２０２２年版 木本書店編集部 木本書店 ドクター・ホワイト 樹林　伸 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ＳＤＧｓの実践　自治体・地域活性化編 村上　周三 先端教育機構事業構想大学院大学出版部 君を愛したひとりの僕へ 乙野　四方字 早川書房

ＳＤＧｓ×自治体実践ガイドブック 高木　超 学芸出版社 僕が愛したすべての君へ 乙野　四方字 早川書房

ＳＤＧｓ先進都市フライブルク 中口　毅博 学芸出版社 残像に口紅を 筒井　康隆 中央公論新社

飛び出す！公務員 椎川　忍 学芸出版社 これは経費で落ちません！　９巻 青木　祐子 集英社

ぼくらの時代の罪と罰 森　達也 ミツイパブリッシング わたしの幸せな結婚　１～５巻 顎木　あくみ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

日本のSDGｓ　それってほんとにサステナブル？ 髙橋　真樹 大月書店 ホケツ！ 小野寺　史宜 祥伝社

ＤＸの第一人者が教えるＤＸ超入門 石澤　直孝 宝島社 オン・ザ・ライン 朽木　祥 小学館

北欧流小さくて最強の組織づくり 可兒　鈴一郎 講談社 おいち不思議がたり あさの　あつこ ＰＨＰ研究所

金融ＤＸ、銀行は生き残れるのか 遠藤　正之 光文社 あざみ野高校女子送球部！ 小瀬木　麻美 ポプラ社

多様性との対話 岩渕　功一 青弓社 カーテンコール！ 加納　朋子 新潮社

世界の空き家対策 米山　秀隆 学芸出版社 エル・シオン 香月　日輪 徳間書店

あなたは何で食べてますか？ 有北　雅彦 太郎次郎社エディタス 読書嫌いのための図書室案内 青谷　真未 早川書房

なぜ親はうるさいのか 田房　永子 筑摩書房 退出ゲーム 初野　晴 角川書店

ふたりは同時に親になる　産後の「ずれ」の処方箋 狩野さやか 猿江商會 初恋ソムリエ 初野　晴 角川書店

みんなの教育　スウェーデンの「人を育てる」国家戦略 川崎　一彦 ミツイパブリッシング 空想オルガン 初野　晴 角川書店

こんなに変わった理科教科書 左巻　健男 筑摩書房 千年ジュリエット 初野　晴 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

総合的な探求の時間ハンドブック　地域課題解決編 吉田　雅彦 鉱脈社 惑星カロン 初野　晴 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

自立論 赤坂　真二 新潟日報事業社 ひとり吹奏楽部　ハルチカ番外篇 初野　晴 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

香君　上・下巻 上橋　菜穂子 文藝春秋

中学生からの大学講義３　科学は未来をひらく 桐光学園 筑摩書房 清少納言を求めて、フィンランドから京都へ ミア・カンキマキ 草思社

先輩、研究ってどうやるんですか 研究ステップ編集委員会 京都大学学術出版会 私の箱子 一青　妙 筑摩書房

先生、カエルが脱皮してその皮を食べています！ 小林　朋道 築地書館 本が好き、悪口言うのはもっと好き 高島　俊男 筑摩書房

先生、シマリスがヘビの頭をかじっています！ 小林　朋道 築地書館 最後の大君 スコット・フィッツジェラルド 中央公論新社

先生、キジがヤギに縄張り宣言しています！ 小林　朋道 築地書館

ダマして生きのびる虫の擬態 海野　和男 草思社 てぶくろ エウゲーニー　Ｍ．ラチョフ ラボ教育センター

間違いだらけの風邪診療 永田　理希 筑摩書房

きみの体は何者か 伊藤　亜紗 筑摩書房 Ｓｔｏｎｅ　Ｓｏｕｐ Ｔｏｎｙ　Ｂｏｎｎｉｎｇ
ＧＵＬＬＡＮＥ　ＣＨＩＬＤＲＥＮ’Ｓ　ＢＯ

ＯＫＳ

クマのプーさんフィットネス・ブック メリッサ・ドーフマン・フランス 筑摩書房 Ｂａｍ　ａｎｄ　Ｋｅｒｏ’ｓ　Ｔｒｅｅｈｏｕｓｅ Ｙｕｋａ　Ｓｈｉｍａｄａ 文渓堂

０類　総記

絵本

洋書

９類　文学

８類　言語

７類　芸術（諸芸・マンガ）

６類　産業（商業）

５類　技術（工学）

４類　自然科学（数学・医学）

３類　社会科学（政治・法律・経済・社会・教育）

２類　歴史

１類　哲学


