
書 名 著者名 出版社
人工知能 007   ﾐ AIの時代を生きる 未来をデザインする創造力と共感力 岩波ジュニア新書 美馬のゆり 岩波書店
図書館 015   ﾌ １００万回死んだねこ 覚え違いタイトル集 福井県立図書館 講談社
用語集 031   ｹﾞ 2022 現代用語の基礎知識 ２０２２ 自由国民社

092   ﾆ 新潟のトリセツ 地図で読み解く初耳秘話 昭文社
093   ｺ 柳都新潟古町芸妓ものがたり 小林信也 ダイヤモンド社
096   ﾉ 農と食でつくる新潟の元気！ １～３ 『Ｓｏｌｅ！にいがた』編集部 ＪＡバンク新潟県信連

緊 張 141   ﾎ 本番であがらない最高の方法がある。このリラックス法で緊張がとけてココロが楽になる。 旺文社
159   ﾂ やりたいことが見つからない君へ 小学館Ｙｏｕｔｈ 坪田信貴 小学館
159   ﾐ 東大Ｎｏ．１頭脳が教える頭を鍛える５つの習慣 水上颯 三笠書房

日本－観光 291   ｼ 外国人だけが知っている「観光地ニッポン」 大和書房
評 論 304   ﾌﾞ 2022 文芸春秋オピニオン ２０２２年の論点１００ 文春ムック 文芸春秋

対外関係 319   ﾆ 「日韓」のモヤモヤと大学生のわたし 一橋大学社会学部加藤圭木ゼミナール 大月書店
夫婦別性 324   ﾌ 夫婦別姓 家族と多様性の各国事情 ちくま新書 栗田路子ほか 筑摩書房
金 融 338   ﾑ いま君に伝えたいお金の話 村上世彰 幻冬舎

社会階層 361   ｲ 格差と分断の社会地図 石井光太 日本実業出版社
361   ｲ 多様性との対話 ダイバーシティ推進が見えなくするもの 岩渕功一 青弓社
361   ｷ 差別はたいてい悪意のない人がする キム・ジヘ 大月書店

消費者 365   ﾈ 狙われる１８歳！？ 消費者被害から身を守る１８のQ&A 岩波ブックレット 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会 岩波書店
性的マイノリティ 367   ｽﾞ 図解でわかる１４歳からのLGBTQ＋ 社会応援ネットワーク 太田出版

社会福祉 369   ﾀ 孤独は社会問題 孤独対策先進国イギリスの取り組み 光文社新書 多賀幹子 光文社
校 則 375   ｵ 校則を考える 歴史・現状・国際比較 大津尚志 晃洋書房
和菓子 383   ﾏ 古典がおいしい！平安時代のスイーツ 前川佳代 宍戸香美 かもがわ出版
科 学 404   ｲ ヘンな科学〝イグノーベル賞〟研究４０講 五十嵐杏南 総合法令出版

451   ﾀ 地球温暖化／電気の話と、私たちにできること 扶桑社新書 田中優 扶桑社
451   ﾐ 最近、地球が暑くてクマってます。シロクマが教えてくれた温暖化時代を幸せに生き抜く方法 水野敬也 長沼直樹 文響社

社会的差別

分 類

１１・１２月分 新着図書 新潟江南高校図書館

郷土資料

人生訓

温暖化



491   ｶ 脳とココロのしくみ入門 加藤俊徳 朝日新聞出版
491   ﾊ 最強脳 『スマホ脳』ハンセン先生の特別授業 新潮新書 アンデシュ・ハンセン 新潮社

看 護 492   ｿ その先の看護を変える気づき 学びつづけるナースたち 柳田邦男ほか 医学書院
視 力 496   ﾋ 眼科医だけが知っている一生視力を失わない５０の習慣 SB新書 平松類 ＳＢクリエイティブ

498   ｽ 医療崩壊 真犯人は誰だ 講談社現代新書 鈴木亘 講談社
498   ﾖ 新型コロナと向き合う 「かかりつけ医」からの提言 岩波新書 横倉義武 岩波書店

菓 子 596   ﾊ はるあんのベストおやつ コツは特にない。でも、１００％おいしい！ はるあん ライツ社
絵 画 723   ｻ ３６６日物語のある絵画 パイインターナショナル

コミック 726   ﾉ 歯科衛生士が伝えたい本当の健康 野崎ふみこ 秋田書店
写真集 748   ﾐ 猫の絶景 みかんとじろうさん家 KADOKAWA
音 楽 760   ｺ 音楽に自然を聴く 平凡社新書 小沼純一 平凡社
小論文 816   ｽ 資料と課題文を攻略して合格答案を書くための小論文のオキテＰＲＯ 鈴木鋭智 KADOKAWA

824   ﾀ まんが中国名言故事 譚小勇 潮出版
824   ﾖ 横山光輝の「史記」で学ぶ故事成語 小学館文庫 横山光輝 小学館

俳 諧 911.3 ｲ よくわかる俳句歳時記 ハンディ版 オールカラー 石寒太 ナツメ社
913.6 ｱ 紅蓮館の殺人 講談社タイガ 阿津川辰海 講談社
913.6 ｱ 蒼海館の殺人 講談社タイガ 阿津川辰海 講談社
913.6 ｲ ペッパーズ・ゴースト 伊坂幸太郎 朝日新聞出版
913.6 ｶ さよならも言えないうちに 「コーヒーが冷めないうちに」４ 川口俊和 サンマーク出版
913.6 ｷ 博多豚骨ラーメンズ ３～８ メディアワークス文庫 木崎ちあき KADOKAWA
913.6 ｼ 臆病な僕らは今日も震えながら 実業之日本社文庫 汐見夏衛 実業之日本社
913.6 ｾ あと少し、もう少し 新潮文庫 瀬尾まいこ 新潮社
913.6 ｾ 君が夏を走らせる 新潮文庫 瀬尾まいこ 新潮社
913.6 ｾ 春、戻る 集英社文庫 瀬尾まいこ 集英社
913.6 ﾋ 透明な螺旋 ガリレオシリーズ １０ 東野圭吾 文藝春秋
913.6 ﾏ 友達以上探偵未満 麻耶雄嵩
913.6 ﾜ 意識のリボン 集英社文庫 綿矢りさ 集英社

脳

医 療

故事成語

日本の小説



エッセイ 914.6 ｳ 海をあげる ノンフィクション本大賞２０２１ 上間陽子 筑摩書房
外国文学 933   ﾊﾞ ピーター・パンの冒険 新潮文庫 ジェームズ・Ｍ・バリー 新潮社


