
令和４年度１０月新着図書（2022/10/26現在）

書名 著者・編集者名 出版社 書名 著者・編集者名 出版社

自由になるための技術リベラルアーツ 山口　周 講談社 美しき小さな雑草の花図鑑 多田　多恵子 山と溪谷社

大人になるためのリベラルアーツ 石井　洋二郎 東京大学出版会 病気にならない食う寝る養生 櫻井　大典 学研プラス

大人になるためのリベラルアーツ　続 石井　洋二郎 東京大学出版会

伝説の授業採集 倉成　英俊 宣伝会議 ストーリー漫画でわかる　ビジネスツールとしての知的財産 大樹　七海 マスターリンク

現代用語の基礎知識　２０２２－２０２３ 現代用語検定協会 自由国民社 水道、再び公営化！ 岸本　聡子 集英社

近藤誠一全集　Ⅱ　対談２　探訪　人間国宝 近藤　誠一 写真文化首都「写真の町」東川町 いきもの六法 中島　慶二 山と溪谷社

世界で一番楽しい建物できるまで図鑑木造住宅 大野　隆司 エクスナレッジ

「静かな人」の戦略書 ジル・チャン ダイヤモンド社

考えすぎてしまうあなたへ グウェンドリン・スミス ＣＣＣメディアハウス まちおこしは総力戦で挑め！ 蓑宮　武夫 ＰＨＰ研究所

“正しい”を疑え！ 真山　仁 岩波書店 姫路市立琴丘高校のおきなわレポート130 姫路市立琴丘高校　普通科75回生　国際文化科18回生 金木犀舎

世界で通用する「地頭力」のつくり方 山中　俊之 ＣＣＣメディアハウス 「花」の便利帖 深野　俊幸 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

２０歳のときに知っておきたかったこと　新版 ティナ・シーリグ ＣＣＣメディアハウス 売上を、減らそう。 中村　朱美 ライツ社

なんだ、けっきょく最後は言葉じゃないか。 伊藤　公一 宣伝会議

沖縄「平和の礎」はいかにして創られたか 高山　朝光 高文研 空鉄 吉永　陽一 天夢人

島人もびっくりオモシロ琉球・沖縄史 上里　隆史 角川学芸出版 観光白書　令和４年版 国土交通省観光庁 昭和情報プロセス

よくわかる琉球沖縄史 沖縄文化社 沖縄文化社

増補改訂　ぼくの沖縄〈復帰後〉史 新城　和博 ボーダーインク 世界のアーティスト２５０人の部屋 サム・ルーベル 青幻舎インターナショナル

琉球・沖縄史　新訂ジュニア版 新城　俊昭 編集工房東洋企画 半切臨書手本 二玄社編集部 二玄社

橘嘉智子 勝浦　令子 吉川弘文館 本物そっくり！ミニチュアスイーツ＆フード大全 きくち　けい 成美堂出版

緒方貞子戦争が終わらないこの世界で 小山　靖史 ＮＨＫ出版 今すぐ作りたい！レジンアクセサリー９７ 坂部　規明 ブティック社

難民に希望の光を　真の国際人緒方貞子の生き方 中村　恵 平凡社 手作りアクセサリーＤＥＬＵＸＥ！ 朝日新聞出版 朝日新聞出版

命のビザ評伝・杉原千畝 白石　仁章 ミネルヴァ書房

沖縄のトリセツ 昭文社 昭文社 朝日キーワード　２０２３ 朝日新聞出版 朝日新聞出版

短期完成受かる１１メソッド小論文の書き方　医療・看護編 大田　裕二 旺文社

歩く・知る・対話する琉球学 松島　泰勝 明石書店 書くべきネタが思いつく看護医療系小論文頻出テーマ１５ 神尾　雄一郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

世界のニュースを日本人は何も知らない 谷本　真由美 ワニブックス 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

ユニオンジャックの矢 寺島　実郎 ＮＨＫ出版 小論文これだけ！　法・政治超基礎編 樋口　裕一 東洋経済新報社

日経キーワード　２０２２－２０２３ 日経ＨＲ編集部 日経ＨＲ マンガでわかる！小論文　頻出テーマ編 大堀　精一 学研プラス

もしも世界に法律がなかったら 木山　泰嗣 日本実業出版社 まるまる使える医療看護福祉系小論文　三訂版 樋口　裕一 桐原書店

日本一やさしい法律の教科書 品川　皓亮 日本実業出版社 全国大学小論文入試　２０２３年受験対策 旺文社 旺文社

わたしの味方になる法律の話 遠藤　研一郎 大和書房 時事から学ぶ小論文　２０２２第５号 小林　東一 朝日新聞社

大人になる前に知ってほしい生きるために必要な「法律」のはなし 木村　真実 ナツメ社 時事から学ぶ小論文　２０２２第６号 小林　東一 朝日新聞社

高校生のための法学入門 内田　貴 信山社 英語習得法 浜野　清澄 実務教育出版

法律を読む技術・学ぶ技術 吉田　利宏　 ダイヤモンド社 ニューヨークが教えてくれた“私だけ”の英語 岡田　光世 ＣＣＣメディアハウス

僕らが生きているよのなかのしくみは「法」でわかる 遠藤　研一郎 大和書房

それをお金で買いますか マイケル・サンデル 早川書房 古典がおいしい！平安時代のスイーツ 前川　佳代 かもがわ出版

まんがクラスメイトは外国人　入門編 「外国につながる子どもたちの物語」編集委員会 明石書店 古典を読んだら、悩みが消えた。 安田　登 大和書房

希望をつくる仕事ソーシャルデザイン ソーシャルデザイン会議実行委員会 宣伝会議 ガラスの海を渡る舟 寺地　はるな ＰＨＰ研究所

コピーライター式ホメ出しの技術 澤田　智洋 宣伝会議 太陽の棘 原田　マハ 文藝春秋

緊張しない・あがらない方法 鴻上　尚史 大和書房 アンマーとぼくら 有川　ひろ 講談社

労働経済白書　令和４年版 厚生労働省 日経印刷 夜が暗いとはかぎらない 寺地　はるな ポプラ社

わたしの心と体を守る本 遠見　才希子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ なんくるない よしもと　ばなな 新潮社

男女共同参画白書　令和４年版 内閣府男女共同参画局 勝美印刷 沖縄。人、海、多面体のストーリー 森本　浩平 集英社

図解でわかる１４歳からの自然災害と防災 社会応援ネットワーク 太田出版 焼け跡の高校教師 大城　立裕 集英社

私の仕事 緒方　貞子 朝日新聞出版 希望の糸 東野　圭吾 講談社

紛争・迫害の犠牲になる難民の子どもたち 国連難民高等弁務官事務所 合同出版 三日間の幸福 三秋　縋 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

文部科学白書　令和３年度 文部科学省 日経印刷 四畳半タイムマシンブルース 森見　登美彦 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ルポ誰が国語力を殺すのか 石井　光太 文藝春秋 嘘つきジェンガ 辻村　深月 文藝春秋

高校生のための社会性と情動の学習（ＳＥＬ－８Ｃ） 小泉　令三 ミネルヴァ書房 ライオンハート 恩田　陸 新潮社

高校生ものづくりの魅力 技術教育研究会 一藝社 ハヤブサ消防団 池井戸　潤 集英社

高校生の模擬国連 全国中高教育模擬国連研究会 山川出版社 生命の略奪者 知念　実希人 新潮社

高校に古典は本当に必要なのか　高校生が高校生のために考えたシンポジウムのまとめ 長谷川　凛 文学通信 われ去りしとも美は朽ちず 玉岡　かおる 潮出版社

総合型・学校推薦型選抜で国公立大学へ行こう！ 石橋　知也 エール出版社 新！店長がバカすぎて 早見　和真 角川春樹事務所

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー　２ ブレイディ　みかこ 新潮社 嫌われ者の矜持 新堂　冬樹 光文社

学校推薦型選抜・総合型選抜　志望理由書・自己推薦書の書き方 八木暉雄 河合出版 歩きながら考える ヤマザキ　マリ 中央公論新社

採点者の心をつかむ合格する志望理由書 中塚　光之介 かんき出版 人生ってなんだ 鴻上　尚史 講談社

大学入試カンザキメソッドで決める！志望理由書のルール　文系編 神崎　史彦 文英堂 ぬちどぅたから　改装版 真鍋　和子 汐文社

大学入試カンザキメゾットで決める！志望理由書のルール　理系編 神崎　史彦 文英堂 ロボット・イン・ザ・ガーデン デボラ・インストール 小学館

動画とワークで誰でも書けるようになる！志望理由書・自己アピールの基本的な書き方 桐原書店編集部 桐原書店 われら闇より天を見る クリス・ウィタカー 早川書房

ＵＣＬＡに留学したいと思ったら読む本 小泉　涼輔 ラーニングス 殺しへのライン アンソニー・ホロヴィッツ 東京創元社

Ｆｏｌｋｅｈoｊｓｋｏｌｅに行こう 北欧留学情報センター ビネバル出版

大学生のための教科書 大学生のための教科書編集委員会 東京書籍 ランドセルは海を越えて 内堀　タケシ ポプラ社

うしろめたさの人類学 松村　圭一郎 ミシマ社 いっしょにあるく うえの　みえこ みらいパブリッシング

世界の基地問題と沖縄 川名　晋史 明石書店

６類　産業（商業）

７類　芸術（諸芸・マンガ）

８類　言語

９類　文学

絵本

０類　総記

１類　哲学

２類　歴史

３類　社会科学（政治・法律・経済・社会・教育）

４類　自然科学（数学・医学）

５類　技術（工学）


