
書　名 著者名 出版社

読　書 019   ﾜ 読書のちから 若松英輔 亜紀書房

092   ﾆ 新潟　戦争の記憶 新潟日報社

092   ﾌ ふるさと写真今昔 藤田市男 新潟日報社

哲　学 104   ﾌ はじめての哲学　岩波ジュニア新書 藤田正勝 岩波書店

141   ｸ 何者かになりたい 熊代享 イースト・プレス

141   ﾀ 未来を歩くためのスキル　AI時代に求められる意思決定力　ブックレット新潟大学 田中一裕 新潟日報事業社

302   ﾀ 日本の構造　５０の統計データで読む国のかたち　講談社現代新書 橘木俊詔 講談社

304   ｲ 知らないと恥をかく世界の大問題　１２　世界のリーダー、決断の行方　角川新書 池上彰 KDOKAWA

304   ﾌﾞ 他者の靴を履く　アナーキック・エンパシーのすすめ ブレイディみかこ 文芸春秋

経済学 331   ｵ 行動経済学の使い方　岩波新書 大竹文雄 岩波書店

地方税 349  ｲ 地方税財政法入門　地方税財政の現状と課題　ブックレット新潟大学 今本啓介 新潟日報事業社

統　計 350   ｾ   2021 世界国勢図会　２０２１／２２年版 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会

361   ﾄ 異文化コミュニケーション学　岩波新書 鳥飼玖美子 岩波書店

361   ﾅ リスクの心理学　危機対応から心の本質を理解する　ちくまプリマー新書 中谷内一也 筑摩書房

社会保障 364   ｲ どうせ社会は変えられないなんてだれが言った？　ベーシックサービスという革命 井出栄策 小学館

仕　事 366   ｸ チーム医療を支える診療放射線技師になろう　心に届く医療・人とともに 熊谷孝三 ピラールプレス

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

親子関係 367   ｳ 街場の親子論　父と娘の困難なものがたり　中公新書ラクレ 内田樹,内田るん 中央公論新社

女性問題 367   ﾐ 多様な社会はなぜ難しいか　日本の「ダイバーシティ進化論」 水無田気流 日本経済新聞出版

貧　困 368   ﾌ コロナ貧困　絶望的格差社会の襲来 藤田孝典 毎日新聞社

児童相談所 369   ｱ ジソウのお仕事　５０の物語で考える子ども虐待と児童相談所 青山さくら,川松亮 フェミックス

社会福祉 369   ｱ 地域を変えるソーシャルワーカー　岩波ブックレット 朝比奈ミカ 岩波書店

災　害 369   ｶ 永訣　あの日のわたしへ手紙をつづる 金菱清,東北学院大学震災の記録プロジェクト 新曜社

７・８月分　新着図書 新潟江南高校図書館

社会学

心理学

社会事情

分　類

郷　土



児童福祉 369   ﾕ つながり続けるこども食堂 湯浅誠 中央公論新社

368   ﾐ      2 どうしても頑張れない人たち　ケーキの切れない非行少年たち　２　新潮新書 宮口幸治 新潮社

371   ｸ 保健室から見える親が知らない子どもたち 桑原朱美 青春出版社

376   ｽ 何を準備すればいいかわからない人のための総合型選抜・学校推薦型選抜のオキテ５５ 鈴木鋭智 KDOKAWA

376   ﾅ だれでも上手に話せる面接合格ノート　学校推薦型選抜・総合型選抜 中村祐介 KDOKAWA

食文化 383   ｴ 古代メソポタミア飯　ギルガメシュ叙事詩と最古のレシピ 遠藤雅司 大和書房

科　学 404   ｻ 科学とはなにか　新しい科学論、いま必要な三つの視点　ブルーバックス 佐倉統 講談社

統計学 417   ｺ 完全独習統計学入門 小島寛之 ダイヤモンド社

水 435   ﾊ 通読できてよくわかる　水の科学 橋本淳司 ベレ出版

地　図 448   ﾖ 方向音痴って、なおるんですか？ 吉玉サキ 交通新聞社

493   ｺ 専門医が教える新型コロナ・感染症の本当の話　幻冬舎新書 忽那賢示 幻冬舎

493   ﾏ マンガでわかる感染症のしくみ事典 ナツメ社

障がい者支援 493   ｽ 壊れた脳と生きる　高次脳機能障害「名もなき苦しみ」の理解と支援　ちくまプリマー新書 鈴木大介,鈴木匡子 筑摩書房

健康教育 498   ｼ まちかど保健室へようこそ　〈川中島の保健室〉ものがたり 白澤章子 かもがわ出版

都市計画 518   ｺ コンパクトシティの拠点づくり　魅力的な場をつくる都市計画とデザイン 野嶋慎二ほか 学芸出版社

環境経済学 519   ﾄ 環境とエントロピーの経済学　宇宙人としての人間の視点から　ブックレット新潟大学 藤堂史明 新潟日報事業社

宇宙開発 538   ﾑ スペース･コロニー　宇宙で暮らす方法　ブルーバックス 向井千秋,東京理科大学スペース･コロニー研究センター 講談社

料　理 596   ｵ 今どきラクうま和食　これだけでおいしく作れるんだ おいしい和食の会 家の光協会

食料経済 611   ﾋ 食べ物から学ぶ世界史　人も自然も壊さない経済とは？　岩波ジュニア新書 平賀緑 岩波書店

緑地計画 629   ﾌ 街路樹は問いかける　温暖化に負けない〈緑〉のインフラ　岩波ブックレット 藤井栄二郎 岩波書店

芸　術 704   ｳ 街場の芸術論 内田樹 青幻舎

726   ｺ 戦争は女の顔をしていない　１・２ 小梅けいと　スヴェトラーナ・アレクシェーヴィチ KDOKAWA

726   ｽ  47 ちはやふる　４７ 末次由紀 講談社

726   ﾊ  21 文豪ストレイドッグス　２１ 春河35,朝霧カフカ KDOKAWA

726   ｻ プラネタリウム・ゴースト・トラベル　坂月さかな作品集 坂月さかな パイインターナショナル

726   ﾊ 配色アイデア帳　マンガキャ＆世界観が引き立つ！ 西東社

青少年問題

大学入試

感染症

イラスト

･マンガ

コミック



726   ﾏ 二平方メートルの世界で 前田海音,はたこうしろう 小学館

726   ﾖ なんだろうなんだろう ヨシタケシンスケ 光村図書

映　画 778   ｵ ディズニーとチャップリン　エンタメビジネスを生んだ巨人　光文社新書 大野裕之 光文社

アニメーション 778   ﾃﾞ ディズニーアニメーション大全集 ディズニーファン編集部 講談社

陸　上 782   ｱ 子どもの足がギュンッと速くなるキッズラントレ 秋本真吾 KDOKAWA

言語教育 807   ﾊﾞ デジタルで変わる子どもたち　学習・言語能力の現在と未来　ちくま新書 バトラー後藤裕子 筑摩書房

日本語 810   ﾜ 国語をめぐる冒険　岩波ジュニア新書 渡部泰明ほか 岩波書店

英　語 837   ﾓ ミステリ仕掛けの英単語 桃戸ハル 学研

百人一首 911.1 ｺ 光琳カルタで読む百人一首ハンドブック 小学館

俳　句 911.3 ｼﾞ １７音の青春　２０２１　五七五で綴る高校生のメッセージ 神奈川大学広報委員会編 KDOKAWA

913.3 ｲ 恋する伊勢物語　ちくま文庫 俵万智 筑摩書房

913.3 ｹﾞ げんじものがたり 紫式部,いしいしんじ 講談社

913.6 ｱ ｍｅｄｉｕｍ　霊媒探偵城塚翡翠 相沢沙呼 講談社

913.6 ｱ iｎｖｅｒｔ　霊媒探偵城塚翡翠倒叙集 相沢沙呼 講談社

913.6 ｲ 兇人邸の殺人 今村昌弘 東京創元社

913.6 ｲ 貝に続く場所にて　第１６５回芥川賞 石沢麻依 講談社

913.6 ｺﾞ ５分後に意外な結末Q　パズルにも青春にも答えはある 桃戸ハルほか 学研プラス

913.6 ｻ 星落ちて、なお　第１６５回直木賞 澤田瞳子 文芸春秋

913.6 ﾄﾞ 大連合 堂場瞬一 実業之日本社

913.6 ﾅ 臨床の砦 夏川草介 小学館

913.6 ﾌ 世阿弥最後の花 藤沢周 河出書房新社

913.6 ﾌﾞ 文豪誕生　７人の文豪たちのデビュー作・出世作 芥川龍之介,太宰治ほか 新紀元社

913.6 ﾔ 天使が怪獣になる前に　文芸社文庫 山田悠介 文芸社

913.6 ﾘ 彼岸花が咲く島　第１６５回芥川賞 李琴峰 文芸春秋

913.6 ﾜ オーラの発表会 綿矢りさ 集英社

日本の小説

絵　本

古典文学


