
書 名 著者名 出版社名
人生訓 159   ｸﾞ ＬＩＦＥ ＳＨＩＦＴ １００年時代の人生戦略 リンダ・グラットンほか 東洋経済新報社

210   ﾚ 不思議なくらい日本史の謎がわかる本 王様文庫 「歴史ミステリー」倶楽部 三笠書房
216   ｷ 歴史学・歴史遺産学への招待 濱田信義編 京都橘大学
216   ｷ 京都橘大学文学部歴史文化ゼミナール 京都人とモノの再発見 ７・８ 京都橘大学企画広報課編 京都橘大学文学部

地 理 295   ﾁ 地図でスッと頭に入るアメリカ５０州 昭文社
社会事情 304   ｸ 健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて 熊代享 イースト・プレス
公務員 318   ﾔ 日本一おかしな公務員 山田崇 日本経済新聞出版社

361   ｱ リーダーシップを鍛える ラグビー日本代表「躍進」の原動力 荒木香織 講談社
361   ﾁ 影響力の武器 なぜ、人は動かされるのか ロバート・Ｂ．チャルディーニ 誠信書房
369   ｲ あなたの夢はなんですか？私の夢は大人になるまで生きることです。 池間哲朗 致知出版
369   ﾊ 子ども介護者 ヤングケアラーの現実と社会の壁 角川新書 濱島淑恵 KADOKAWA
370   ｵ ０才から１００才まで学び続けなくてはならない時代を生きる学ぶ人と育てる人のための教科書 落合陽一 小学館
370   ﾀ やりすぎ教育 商品化する子どもたち ポプラ新書 武田信子 ポプラ社
371   ﾓ 不登校は１日３分の働きかけで９９％解決する 森田直樹 リーブル出版
372   ｻ 第四次産業革命と教育の未来 ポストコロナ時代のＩＣＴ教育 岩波ブックレット 佐藤学 岩波書店

大 学 376   ｻ 農学部 中高生のための学部選びガイド なるにはＢＯＯＫＳ 大学学部調べ 佐藤成美 ぺりかん社
中学校 376   ﾌﾞ  2 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
化 学 435   ﾐ 空気の発見 角川ソフィア文庫 三宅泰雄 角川書店

490   ｵ 未来の医療年表 １０年後の病気と健康のこと 講談社現代新書 奥真也 講談社
491   ﾌ 脳科学は人格を変えられるか？ 文春文庫 エレーヌ・フォックス 文藝春秋
492   ﾑ ケアとは何か 看護・福祉で大事なこと 中公新書 村上靖彦 中央公論新社
493   ﾏ 世界一やさしい依存症入門 やめられないのは誰かのせい？ １４歳の世渡り術 松本俊彦 河出書房新社
498   ﾅ   2 病院というヘンテコな場所が教えてくれたこと。２ 現役看護師イラストエッセイ 仲本りさ著 いろは出版

食品衛生 498   ﾜ 食べるなら、どっち！？ 不安食品見極めガイド 渡辺雄二 サンクチュアリ出版
宇宙開発 538   ﾃ 宇宙探査ってどこまで進んでる？ 新型ロケット、月面基地建設、火星移住計画まで 寺薗淳也 誠文堂新光社

596 ｼ スヌーピーの料理絵本 チャールズ・Ｍ・シュルツ 主婦の友社
596 ｼ スヌーピーのおべんとう絵本 チャールズ・Ｍ・シュルツ 主婦の友社
596 ｼ スヌーピーのお菓子絵本 チャールズ・Ｍ・シュルツ 主婦の友社
596   ﾌ チーズケーキの本 福田淳子ほか グラフ社

社会学

新潟江南高校図書館

分 類

９・１０月分新着図書

料理･菓子

日本史

教 育

医療･看護

福 祉



和 服 598   ﾊ きもの着ます。 原由美子 文化出版局
鉄 道 686   ﾉ ニッポンの「ざんねん」な鉄道 知恵の森文庫 野田隆 光文社

世界遺産 709   ｸ くわしく学ぶ世界遺産３００ 世界遺産検定２級公式テキスト マイナビ出版
画 家 723   ﾅ こじらせ美術館 ナカムラクニオ ホーム社

726 ｼ ピーナッツ・エッセンス １２冊 チャールズ・Ｍ・シュルツ 講談社
727 ｼ スヌーピーブックス １８冊 チャールズ・Ｍ・シュルツ 集英社
726   ｳ  16 ３月のライオン １６ 羽海野チカ 白泉社

イラストレーション 726   ﾃ 手のしぐさイラストポーズ集 手と上半身の動きがよくわかる ホビージャパン
配 色 757   ｲ ３色だけでセンスのいい色 見てわかる、迷わず決まる配色アイデア ingectar-e インプレス

780   ｶﾞ 才能を解き放つ勝つメンタル ラグビー日本代表コーチが教える「強い心」の作り方 デイビッド・ガルブレイズ マガジンハウス
780   ﾔ スポーツ立国論 日本人だけが知らない「経済、人材、健康」すべてを強くする戦略 安田秀一 東洋経済新報社

高校野球 783.7 ﾀ なぜ「あと１アウト」から逆転されるのか 田尻賢誉 竹書房
小論文 816  ｼ 2022 新小論文ノート ２０２２ 代々木ゼミナール 代々木ライブラリー
小 説 902   ｷ 要約世界文学全集 Ⅰ 新潮文庫 木原武一 新潮社

913.6 ｱ 高原のフーダニット 徳間文庫 有栖川有栖 徳間書店
913.6 ｳ 変な家 雨穴 飛鳥新社
913.6 ｵ にじいろガーデン 集英社文庫 小川糸 集英社
913.6 ｶ 三面記事小説 文春文庫 角田光代 文藝春秋
913.6 ｶ サクラダリセット １ 猫と幽霊と日曜日の革命 角川文庫 河野裕 KADOKAWA
913.6 ｷ だから荒野 文春文庫 桐野夏生 文藝春秋
913.6 ｷ 太陽の子 ＧＩＦＴ ＯＦ ＦＩＲＥ 集英社文庫 樹島千草 集英社
913.6 ｺ 大きな森の小さな密室 創元推理文庫 小林泰三 東京創元社
913.6 ｻ おれたちの青空 集英社文庫 佐川光晴 集英社
913.6 ｼ ローカル線で行こう！ 講談社文庫 真保裕一 講談社
913.6 ｼ あの星がふる丘で君とまた出会いたい スターツ文庫 汐見夏衛 スターツ出版
913.6 ｼ 鏡の背面 集英社文庫 篠田節子 集英社
913.6 ｽ 革命前夜 文春文庫 須賀しのぶ 文芸春秋
913.6 ﾀ 檸檬先生 珠川こおり 講談社
913.6 ﾁ 硝子の塔の殺人 知念実希人 実業之日本社
913.6 ﾂ 残像に口紅を 中公文庫 筒井康隆 中央公論新社
913.6 ﾅ 消失グラデーション 角川文庫 ⾧沢樹 KADOKAWA

日本の小説

コミック

スポーツ



913.6 ﾊ 奇跡の人 双葉文庫 原田マハ 双葉社
913.6 ﾊ 探偵ＡＩのディープラーニング 新潮文庫ｎｅｘ 早坂吝 新潮社
913.6 ﾋ 卒業 講談社文庫 東野圭吾 講談社
913.6 ﾌ ハルさん 創元推理文庫 藤野恵美 東京創元社
913.6 ﾐ 光媒の花 集英社文庫 道尾秀介 集英社
913.6 ﾐ この世の春 上・中・下 新潮文庫 宮部みゆき 新潮社
913.6 ﾐ 英雄の書 上・下 新潮文庫 宮部みゆき 新潮社
913.6 ﾕ BUTTER バター 新潮文庫 柚木麻子 新潮社

エッセイ 914.6 ｳ 怯えの時代 新潮選書 内山節 新潮社
914.3 ﾏ 本日もいとをかし！！枕草子 小迎裕美子 KADOKAWA
915.3 ｻ 更級日記 ビギナーズ・クラシックス日本の古典 角川ソフィア文庫 藤原孝標女 川村裕子 角川学芸出版

インタビュー 936   ﾊﾞ サードドア 精神的資産のふやし方 アレックス・バナヤン 東洋経済新報社

お礼と

ご報告
恵温祭・図書委員会企画「古本市」では、多くの古本をご提供いただき、ありがとうございました。
恵温祭後、古本の一部を図書館の蔵書として加えさせていただきました。

古典文学


