
令和４年度１１月新着図書（2022/11/25現在）

書名 著者・編集者名 出版社 書名 著者・編集者名 出版社

働き方５．０ 落合　陽一 小学館 図面の描き方がやさしくわかる本 西村　仁 日本能率協会マネジメントセンター

私たちが図書館について知っている二、三の事柄 中村　文孝 論創社 図面の描き方・基礎と演習 兼元　和美 パワー社

中高生のための文章読本 澤田　英輔 筑摩書房 これでわかる立体図の描き方 中本　繁実 パワー社

ビタミンＢＯＯＫＳ 重松　清 新潮社 これでわかる製図の基礎 中本　繁実 パワー社

エネルギー白書　２０２２ 経済産業省 日経印刷

暇と退屈の倫理学 國分　功一郎 新潮社 インフラメンテナンス 山崎　エリナ グッドブックス

はじめての哲学的思考 苫野　一徳 筑摩書房 ポートランド 山崎　満広 学芸出版社

ポストコロナの生命哲学 福岡　伸一 集英社 コミュニティデザイン 山崎　亮 学芸出版社

アンガーマネジメント入門 安藤　俊介 朝日新聞出版 ＳＤＧｓは地理で学べ 宇野　仙 筑摩書房

聞く技術聞いてもらう技術 東畑　開人 筑摩書房 環境白書　令和３年版 環境省 日経印刷

建築デザインの基礎 本杉　省三 彰国社

東大教授がおしえるさらに！やばい日本史 本郷　和人 ダイヤモンド社 北欧でみつけたサステイナブルな暮らし方 井出　留美 青土社

仁明天皇 遠藤　慶太 吉川弘文館

台湾客家スケッチブック 小池　アミイゴ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 世界の地方創生 松永　安光 学芸出版社

日本の食と農の未来 小口　広太 光文社

世界のニュースを日本人は何も知らない　３ 谷本　真由美 ワニブックス 幸せなハムスターの育て方 岡野　祐士 大泉書店

世界のニュースを日本人は何も知らない　２ 谷本　真由美 ワニブックス しつけの常識にしばられない犬とのよりそイズム 中西　典子 緑書房

図解でわかる時事重要テーマ１００　２０２３－２０２４ 日経HR編集部 日経ＨＲ 獣医にゃんとすの猫をもっと幸せにする「げぼく」の教科書 獣医にゃんとす 二見書房

２２世紀の民主主義 成田　悠輔 ＳＢクリエイティブ ペットの判例ガイドブック 渋谷　寛 民事法研究会

自分ごとの政治学 中島　岳志 ＮＨＫ出版 観光英語検定試験　問題と解説　２級 山口　百々男 研究社

パンデミック監視社会 デイヴィッド・ライアン 筑摩書房

人権と国家 筒井　清輝 岩波書店 インタビュー術！ 永江　朗 講談社

データで読む地域再生 日本経済新聞社地域報道センター 日経ＢＰ日本経済新聞出版 小論文これだけ！　人文・文化・思想・芸術・歴史深堀り編 樋口　裕一 東洋経済新報社

ＳＤＧｓ自治体白書　２０２１ 中口　毅博 生活社 調べる技術・書く技術 野村　進 講談社

地方創生大全 木下　斉 東洋経済新報社 まるまる使える推薦小論文 樋口　裕一 桐原書店

みんなでつくる総合計画　高知県佐川町流ソーシャルデザイン チームさかわ 学芸出版社 シンプルで伝わる英語表現 倉林　秀男 筑摩書房

法的思考のススメ 尾島　史賢 関西大学出版部

法学部入門 中村　邦義 法律文化社 翻訳、一期一会 鴻巣　友季子 左右社

「立方体が描けない子」の学力を伸ばす 宮口　幸治 ＰＨＰ研究所 さよならの儀式 宮部　みゆき 河出書房新社

開発協力白書　２０２１年版 外務省 日経印刷 雨降る森の犬 馳　星周 集英社

グローバリゼーション 伊豫谷　登士翁 筑摩書房 倒産続きの彼女 新川　帆立 宝島社

人口推計　２０２１年（令和３年）１０月１日現在 総務省統計局 日本統計協会 本を守ろうとする猫の話 夏川　草介 小学館

正義を振りかざす「極端な人」の正体 山口　真一 光文社 雲を紡ぐ 伊吹　有喜 文藝春秋

バナナの魅力を１００文字で伝えてください 柿内　尚文 かんき出版 すみれ荘ファミリア 凪良　ゆう 講談社

図解眠れなくなるほど面白い社会心理学 亀田　達也 日本文芸社 どこよりも遠い場所にいる君へ 阿部　暁子 集英社

グループ・ダイナミックス 釘原　直樹 有斐閣 おしまいのデート 瀬尾　まいこ 集英社

地域学入門 山下　祐介 筑摩書房 旅屋おかえり 原田　マハ 集英社

ＡＩ時代の新・ベーシックインカム論 井上　智洋 光文社 ＴＡＳ 中山　七里 集英社

つながり続けるこども食堂 湯浅　誠 中央公論新社 海の見える理髪店 荻原　浩 集英社

ヤングケアラー 澁谷　智子 中央公論新社 イマジン？ 有川　ひろ 幻冬舎

先生、どうか皆の前でほめないで下さい 金間　大介 東洋経済新報社 シーソーモンスター 伊坂　幸太郎 中央公論新社

教育論の新常識 松岡　亮二 中央公論新社 赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。 青柳　碧人 双葉社

理数探究の考え方 石浦　章一 筑摩書房 その本は 又吉　直樹 ポプラ社

まるまる使える出願書類の書き方　三訂版 樋口　裕一 桐原書店 あめつちのうた 朝倉　宏景 講談社

犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉・救う言葉 出口　保行 ＳＢクリエイティブ ブロードキャスト 湊　かなえ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

君たちは今が世界 朝比奈　あすか ＫＡＤＯＫＡＷＡ

お天気ハンター、異常気象を追う 森　さやか 文藝春秋 エンド・ゲーム 恩田　陸 集英社

生物はなぜ死ぬのか 小林　武彦 講談社 本日のメニューは。 行成　薫 集英社

出生前診断の現場から 室月　淳 集英社 東京藝大仏さま研究室 樹原　アンミツ 集英社

新型コロナウイルスナースたちの現場レポート 日本看護協会出版会編集部 日本看護協会出版会 そして誰もゆとらなくなった 朝井　リョウ 文藝春秋

厚生労働白書　令和３年版 厚生労働省 日経印刷 感想文集ひめゆり　第３０号 ひめゆり平和祈念資料館
公益財団法人　沖縄県女師・一高女ひめゆり平和記念財団

立ひめゆり平和祈念資料館

厚生労働白書　令和４年版 厚生労働省 日経印刷 感想文集ひめゆり　第３２号 ひめゆり平和祈念資料館
公益財団法人　沖縄県女師・一高女ひめゆり平和祈念財団

立　ひめゆり平和祈念資料館

食材の選び方と保存法 造事務所 メディアパル 正岡子規ベースボール文集 正岡　子規 岩波書店

在宅医療の真実 小豆畑　丈夫 光文社

おすしがふくをかいにきた 田中　達也 白泉社

６類　産業（商業）

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）


