
書名 著者名 出版社

デジタル・ファシズム 日本の資産と主権が消える 堤未果 ＮＨＫ出版新書

パワポｄｅデザイン 菅新汰 インプレス

図解まるわかりデータベースのしくみ 坂上幸大 翔泳社

図解まるわかりクラウドのしくみ 西村泰洋 翔泳社

図解まるわかりサーバーのしくみ 西村泰洋 翔泳社

図解まるわかりプログラミングのしくみ 増井敏克 翔泳社

ゲンロン戦記 「知の観客」をつくる 東浩紀 中公新書ラクレ

本音を言おうとすると涙が出てくる ゆりか 朝日新聞出版

面白いほどよくわかる!  臨床心理学 下山晴彦 西東社

植物で開運！かざるだけでOK　ガーデニング風水 暁玲華 ビジネス社

荘園 墾田永年私財法から応仁の乱まで 伊藤俊一 中公新書

十八史略 竹内弘行 角川ソフィア文庫

史記 福島正 角川ソフィア文庫

３人で親になってみた ママとパパ、ときどきゴンちゃん 杉山文野 毎日新聞出版

元女子高生、パパになる 杉山文野 文藝春秋

大人になるってどういうこと？ 神内聡 くもん出版

格差の起源 オデッド・ガロー NHK出版

在日朝鮮人を生きる 山本かほり 三一書房

英語ファシリテーションの技術 太田信之 日本経済新聞出版社

サラ金の歴史 消費者金融と日本社会 小島庸平 中公新書

「日本」ってどんな国？ 本田由紀 ちくまプリマー新書

子どもを育てられるなんて思わなかった 杉山文野 山川出版社

問題だらけの女性たち ジャッキー・フレミング 河出書房新社

あなたの夢はなんですか？ 池間哲郎 致知出版社 

学校はなぜ退屈でなぜ大切なのか 広田照幸 ちくまプリマー新書

未来の授業　SDGsダイバーシティBOOK 佐藤真久 宣伝会議

探究×SDGs（生徒用ワークブック・教師用解説書） 田村学 トモノカイ

気づく立ちあがる育てる 堀川修平 エイデル研究所

校則に言いたい!  中高生・親・教師 3000人の声 日本共産党@校則問題プロジェクトチーム 新日本出版社

日米比較を通して考えるこれからの生徒指導 片山紀子 学事出版

あたらしい高校生 山本つぼみ IBCパブリッシング 

おいしい昆虫記 佐伯真二郎 ナツメ社

芸者と遊び 田中優子 角川ソフィア文庫

ビジネスエリートの必須教養　世界の民族　超入門 山中俊之 ダイヤモンド社

動的平衡 1.2 新版 福岡伸一 小学館新書

生物はなぜ死ぬのか 小林武彦 講談社現代新書

令和４年7月～令和４年11月　新着図書

mailto:日本共産党@校則問題プロジェクトチーム


書名 著者名 出版社

カメの甲羅はあばら骨 川崎悟司 ＳＢビジュアル新書

後悔するイヌ、嘘をつくニワトリ ペーター・ヴォールレーベン ハヤカワ文庫ＮＦ

心の病気にかかる子どもたち 水野雅文 朝日新聞出版

発達障害「グレーゾーン」 その正しい理解と克服法 岡田尊司 SB新書

精神疾患とは何だろう 石丸昌彦 放送大学叢書０５４

14歳からの精神医学 : 心の病気ってなんだろう 宮田 雄吾 日本評論社

知られざる色覚異常の真実 市川一夫 幻冬舎

これってホントにエコなの？ ジョージーナ ウィルソン=パウエル 東京書籍

さばの缶づめ、宇宙へいく 小坂康之 イースト・プレス

図解まるわかりネットワークのしくみ Ｇｅｎｅ 翔泳社

図解まるわかり５Gのしくみ 飯盛英二 翔泳社

よくわかる多肉植物 田邉昇一 日本文芸社

花や実を育てる飾る食べる ガーデンストーリー KADOKAWA

はじめての観葉植物の手入れと育て方 谷亀高広 ナツメ社

部屋で楽しむ　小さな苔の森  石河英作 家の光協会

呪術廻戦 20 芥見下々 ジャンプコミックス

戦争は女の顔をしていない １-3 小梅けいと KADOKAWA

ちはやふる 49 末次由紀 講談社

チ。8 魚豊 小学館

Oh,he,ma tete!(もうぬげない フランス語） Shinsuke Yoshitake KALEIDOSCOPE

薬屋のひとりごと 猫猫の後宮謎解き手帳 14-15 倉田三ノ路 小学館

本好きの下剋上 第四部5 勝木光 TOブックス

本好きの下剋上 第二部8 鈴華 TOブックス

ゴールデンカムイ 24-31 野田サトル 集英社

女の子がいる場所は やまじえびね ビームコミックス

地政学ボーイズ 理央 ヤングチャンピオンコミックス

日本の金箔は99%が金沢産 北國新聞社出版局 時鐘舎

言語が違えば、世界も違って見えるわけ ガイ・ドイッチャー ハヤカワ文庫NF

13歳からのファシリテーション ちょんせいこ メイツ出版

マクミラン・リーダーズ  4冊 Macmillan Education

Duden Richtiges Und Gutes Deutsch Distribooks Inc

旅の指さし会話帳　スウェーデン 岡戸紀美代 情報センター出版局

映画脚本の教科書 衣笠竜屯 メイツ出版

月魚 三浦しをん 角川文庫

青の炎 貴志祐介 角川文庫

おはなしSDGs　貧困をなくそう 安田夏菜 講談社

その本は 又吉直樹 ポプラ社

骨まで愛して　粗屋五郎の築地物語 小泉武夫 新潮社

KOKORO Soseki Natsume チャールズ・イ・タトル出版



書名 著者名 出版社

楽園の烏 阿部智里 文春文庫

はじめての 島本理生 水鈴社

准教授・高槻彰良の推察 ７ 澤村御影 角川文庫

わたしの幸せな結婚 ６ 顎木あくみ 富士見L文庫

おいしいごはんが食べられますように 高瀬隼子 講談社

夜に星を放つ 窪美澄 文藝春秋

N/A 年森瑛 文藝春秋

あきない世傳 金と銀 13 高田郁 ハルキ文庫

ウクライナから来た少女　ズラータ、16歳の日記 ズラータ・イヴァシコワ 世界文化社

唐詩選 深澤一幸 角川ソフィア文庫

Der kleine Prinz（星の王子さま クレオール語） Antoine de Saint-Exupery Edition Tintenfass

Maly Ksiaze（星の王子さま ポーランド語） Antoine de Saint-Exupery Muza

Il Piccolo Principe（星の王子さま イタリア語） Antoine de Saint-Exupery Fabbri

Der Kleine Prinz(星の王子さま デンマーク語） Antoine de Saint-Exupery Edition Tintenfass

Il Piccolo Principe（星の王子さま 現代アラム語） Antoine de Saint-Exupery Edition Tintenfass


