
書　名 著者名 出版社名

007   ｵ 働き方５.０　これからの世界をつくる仲間たちへ　小学館新書 落合陽一 小学館

007   ﾅ コンテンツ業界の動向とカラクリがよくわかる本 中野明 秀和システム

021   ｻ マンガまるわかり著作権 齋藤理央 新星出版社

021   ﾌ インターネットビジネスの著作権とルール 福井建策 著作権情報センター

マス･メディア 070   ﾖ よくわかるメディア法　やわらかアカデミズム〈わかる〉シリーズ 鈴木秀美　山田健太郎 ミネルヴァ書房

発達心理 143   ｱ アニメに学ぶ心理学　『千と千尋の神隠し』を読む 愛甲修子 言視舎

カウンセリング 159   ｷ しんどい心にさようなら　生きやすくなる５５の考え方 きい KADOKAWA

人間関係 159   ﾜ みんなに好かれなくていい　小学館YouthBooks 和田秀樹 小学館

日本史 210   ｺ 恋する日本史 『日本歴史』編集委員会 吉川弘文館

戦国時代 214   ﾁ 地域別×武将だからおもしろい戦国史 かみゆ歴史編集部 朝日新聞出版

江戸時代 215   ｵ 大江戸年中行事の作法 G.B.

ファシズム 311   ﾀ ファシズムの教室　なぜ集団は暴走するのか 田野大輔 大月書店

刑　法 320   ｹ 刑法の時間 佐久間修　橋本正博 有斐閣

少年法 327   ﾋ 少年法入門　岩波新書 廣瀬建二 岩波書店

経　済 330   ｲ 本当にわかる世界経済　各国・地域の経済情勢からグローバル化、格差拡大、世界の中の日本まで 井上恵理菜 日本実業出版社

経営学 335   ﾖ よくわかる現代経営　やわらかアカデミズム〈わかる〉シリーズ 「よくわかる現代経営」編集委員会 ミネルヴァ書房

地域経済 335   ﾛ ローカルエコノミーのつくり方　ミッドサイズの都市から変わる仕事と経済のしくみ 神戸から顔の見える経済をつくる会 学芸出版社

統　計 351  ﾆ 2021 日本国勢図会　2021/22年版 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会

児童労働 366   ｼ 子どもたちにしあわせを運ぶチョコレート。　世界から児童労働をなくす労働 白木朋子 合同出版

366   ｲ 「在宅医療」で働く人の一日　医療・福祉の仕事見る知るシリーズ 保育社

366   ｲ 公認心理士の一日　医療・福祉の仕事見る知るシリーズ 保育社

366   ｵ 看護師のためのキャリアナビ 大坪陽子　雑賀智也 秀和システム

366   ｸ 理容師・美容師の一日　暮らしを支える仕事見る知るシリーズ 保育社

366   ﾀ 社会福祉士・精神保健福祉士になるには　なるにはBOOKS 田中英樹　菱沼幹男 ぺりかん社

性 367   ｼ CHOICE　自分で選びとるための「性」の知識 シオリーヌ イースト･プレス

分　類

６月分 新着図書 新潟江南高等学校図書館

情　報

著作権

仕　事



女性問題 367   ｼ 女性の世界地図　女たちの経験・現在地・これから ジョニー・シーガー 明石書店

家族関係 367   ﾉ ステップファミリー　子どもから見た離婚・再婚　角川新書 野沢慎司　菊地真理 KADOKAWA

367   ﾀ みんなちがってみんなステキ　LGBTの子どもたちに届けたい未来 高橋うらら 新日本出版社

367   ﾊﾟ マンガでわかるＬＧＢＴＱ＋ パレットーク 講談社

保育所 369   ｵ 保育サービス業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 大嶽広展 秀和システム

高齢者福祉 369   ｶ 世界が注目する日本の介護　あおいけあで見つけたじいちゃん・ばあちゃんとの向き合い方 加藤忠相 講談社

介護福祉 369   ｼ ヤングケアラーわたしの語り　子どやが若者が経験した家族のケア・介護 澁谷智子 生活書院

子育て支援 369   ﾔ 子育て支援の経済学 山口慎太郎 日本評論社

多文化教育 371   ｶﾞ まんがクラスメイトは外国人　課題編 「外国につながる子どもたちの物語」編集委員会 明石書店

英語教育 375   ﾖ よくわかる英語教育学　やわらかアカデミズム〈わかる〉シリーズ 鳥飼玖美子ほか ミネルヴァ書房

高　校 376   ﾎ スタンフォードが中高生に教えていること　SB新書 星友啓 SBクリエイティブ

進　路 376   ﾔ 大学学部調べ　経済学部　なるにはBOOKS 山下久猛 ぺりかん社

377   ﾎ オンライン授業で大学が変わる　コロナ禍で生まれた「教育」インフレーション 堀和世 大空出版

377   ﾖ よくわかる高等教育論　やわらかアカデミズム〈わかる〉シリーズ 橋本鉱市ほか ミネルヴァ書房

物理学 420   ﾊ 物理学者のすごい思考法　インターナショナル新書 橋本幸士 集英社

地球温暖化 451   ｸ 国谷裕子と考える気候危機と脱炭素社会　地球の悲鳴が聞こえませんか？ 文渓堂

生命倫理 490   ﾁ ルポ「命の選別」　誰が弱者を切り捨てるのか？ 千葉紀和　上東麻子 文芸春秋

ワクチン 493   ｶ ねころんで読めるワクチン　やさしく学ぶ予防接種のすべて 笠井正志 メディカ出版

感染症 498   ｶ 分水嶺　ドキュメントコロナ対策専門家会議 河合香織 岩波書店

母子保健 498   ｻ 産後ケア　完全理解読本 財界研究所

小児保健 498   ﾖ よくわかる子どもの保健　やわらかアカデミズム〈わかる〉シリーズ 丸尾良浩　竹内義博 ミネルヴァ書房

499   ﾌ 絵でわかる薬のしくみ 船山信次 講談社

499   ﾌ 症状から理解する薬のはたらきとつかいかた 藤澤節子 中央法規出版

エネルギー 501   ｻ 脱炭素時代を生き抜くための「エネルギー」入門 齋藤勝裕 実務教育出版

工業デザイン 501   ﾏ モノと空間のデザインを考える 牧野良三 武蔵野美術大学出版局

都市計画 518   ｲ よくわかる最新都市計画の基本と仕組み 五十畑弘 秀和システム

519   ｷ 気候変動から世界をまもる３０の方法 FoE Japam 合同出版

大　学

環境問題

性的マイノリティ

薬　学



519   ｽ はじめてのエシカル　人、自然、未来にやさしい暮らしかた 末吉里花 山川出版社

建　築 520   ｸ 建築家になりたい君へ　１４歳の世渡り術 隈研吾 河出書房新社

化粧品 576   ﾉ 教授に聞いた・・・コスメの科学 野々村美宗 フレグランスジャーナル社

食品工業 588   ﾏ 食品業界のしくみとビジネスがしっかりわかる教科書 松岡康浩　竹田クニ 技術評論社

制　服 589   ｲ 英国学校制服コレクション 石井理恵子 新紀元社

アパレル産業 589   ﾅ ９９０円のジーンズがつくられるのはなぜ？　ファストファッションの工場で起こっていること 長田華子 合同出版

エ　コ 590   ｲ あるものでまかなう生活 井出留美 日経BPマーケティング

食　品 596   ﾉ 農林水産省職員直伝「食材」のトリセツ マガジンハウス

600   ﾐ    1 未来をつくる！日本の産業　１　農業　上　米／畜産 ポプラ社

600   ﾐ    2 未来をつくる！日本の産業　２　農業　下　野菜／果物／花き ポプラ社

600   ﾐ    3 未来をつくる！日本の産業　３　水産業・林業 ポプラ社

600   ﾐ    4 未来をつくる！日本の産業　４　軽工業 ポプラ社

600   ﾐ    5 未来をつくる！日本の産業　５　重化学工業・エネルギー産業 ポプラ社

600   ﾐ    6 未来をつくる！日本の産業　６　貿易・運輸業 ポプラ社

600   ﾐ    7 未来をつくる！日本の産業　７　情報通信業・流通業・医療と福祉・観光業 ポプラ社

601   ﾀ まちづくり大全 田中道雄 中央経済社

601   ﾏ 人が集まる街、逃げる街　角川新書 牧野和弘 KADOKAWA

交　通 681   ｺ あおり運転　被害者、加害者にならないためのパーフェクトガイド 菰田潔 彩流社

運送業 681   ﾛ 物流業界のしくみとビジネスがしっかりわかる教科書 ロジ・ソリューション 技術評論社

観　光 689   ｻ 日本のアニメはなぜ世界を魅了し続けるのか　アニメ聖地とインバウンド論　ワニブックスPLUS新書 酒井亨 ワニブックス

電気通信 694   ﾅ 通信業界の動向とカラクリがよくわかる本 中野明 秀和システム

コミック 726   ﾊ 文豪ストレイドッグス　１～２０　角川コミック・エース 春河３5, 朝霧カフカ KADOKAWA

絵　本 726   ﾏ ぼく　モグラ　キツネ　馬 チャーリー・マッケジー,川村元気 飛鳥新社

写真集 748   ｲ 自由ネコ 岩合光昭 辰巳出版

音楽祭 760   ﾔ それでも音楽はまちを救う　イースト新書 八木良太 イースト・プレス

スポーツ栄養学 780   ｶ 「勝ち飯」レシピ　一汁一菜編 KADOKAWA

サッカー 783.4 ｻ 教えないスキル　ビジャレアルに学ぶ７つの人材育成術　小学館新書 佐伯夕利子 小学館

地域開発

環境問題

産　業



高校野球 783.7 ﾊ あの夏の正解 早見和真 新潮社

830   ｱ 英語日記BOY 新井リオ 左右社

830   ｾ 世界一わかりやすい英語の勉強法 関正夫 KADOKAWA

日本文学 910.2 ｷ 教科書と近代文学　「羅生門」「山月記」「舞姫」「こころ」の世界 日本近代文学館 秀明大学出版会

古典文学 910.2 ﾏ 古典の裏 松村瞳 笠間書店

913.6 ｺ 大江戸妖怪かわら版　１・２　異界より落ち来る者あり　講談社文庫 香月日輪 講談社

913.6 ｻ アオハル・ポイント　メディアワークス文庫 佐野徹夜 KADOKAWA

913.6 ｼ 虚構推理　スリーピング・マーダー　講談社タイガ 城平京 講談社

913.6 ｼ 虚構推理短編集　岩永琴子の出現　講談社タイガ 城平京 講談社

913.6 ｽ 天山の巫女ソニン　１　黄金の燕　講談社文庫 菅野雪虫 講談社

913.6 ｾ その扉をたたく音 瀬尾まいこ 集英社

913.6 ﾁ 傷痕のメッセージ 知念実希人 KADOKAWA

913.6 ﾂ 琥珀の夏 辻村深月 文芸春秋

913.6 ﾊ キネマの神様　文春文庫 原田マハ 文芸春秋

913.6 ﾊ リボルバー 原田マハ 幻冬舎

913.6 ﾊ 小説８０５０ 林真理子 新潮社

外国文学 933   ﾛ イッカボッグ J.K.ローリング 静山社

日本の小説

英　語


