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First Encyclopedia
of Seas & Oceans

First Encyclopedia
of Our World

現代人のためのヨーガ・ス-トラ

Ben Denne Felicity Brooks
グレゴール・メーレ／著

 伊藤雅之／監訳 加野敬子／翻訳

Scholastic　2001 Scholastic　2000 ガイアブックス　2009.6

絵本　033/Sc6/E　寄贈 絵本　033/Sc6/E　寄贈 126.6/Ma27　寄贈

インテグラル・ヨーガ 心理学入門一歩手前
プロカウンセラーの
コミュニケーション術

スワミ・サッチダーナンダ／著
 伊藤久子／訳

道又爾／著 東山紘久／著

めるくまーる　1989.1 勁草書房　2009.3 創元社　2005.3

126.6/Sa83　寄贈 140/Mi13　リクエスト 146.3/H55

プロカウンセラーの共感の技術
カトリックの文化誌

神・人間・自然をめぐって
沖縄戦の戦争遺品

杉原保史／著 谷泰／著 豊里友行／著

創元社　2015.1 NHK出版　1997.3 新日本出版社　2021.4

146.3/Su34 198.2/Ta87 沖縄学習　210.75/To92/c.2　リクエスト

遺骨が呼んでいる
国吉勇さんの遺骨収集人生

フランス中世歴史散歩 人生は、はーえーごんごん 　仲宗根 澄
〈明治・大正・昭和・平成〉百年の道程

豊里友行／著
レジーヌ・ペルヌー，ジョルジュ
・ペルヌー／著　 福本秀子／訳

大城道子／編著

沖縄書房／発行．榕樹書林／発売．2018.9 白水社　2010.1 ボーダーインク　2022.5

沖縄学習　210.75/To92　リクエスト 235/P42 289.1/O69

大航海時代の群像
エンリケ・ガマ・マゼラン

Who Was Roald Dahl? 希望のレール 若桜鉄道の
「地域活性化装置」への挑戦

合田昌史／著 True Kelley 山田和昭／著

山川出版社　2021.5 Grosset&Dunlap　2012 祥伝社　2016.9

289.3/G55 洋書　289.3/Ke32　寄贈 318.8/Y19　リクエスト
White Paper on Development Cooperation 2020 Japan's

International Cooperation  2020年版開発協力白書　日本の国際
協力　英語版 2020年版

2021年版開発協力白書
日本の国際協力 2021年版

ケースで学ぶ
国際企業法務のエッセンス

Ministry of Foreign Affairs  外務省／編 外務省　／編
森下哲朗，平野温郎，森口聡，

 山本卓／著

インターブックス　2022.2 全国官報販売協同組合　2022.4 有斐閣　2017.9　

白書・統計　319/G15/2020 白書・統計　319/G15/2021 329.8/Mo65

合格テキスト　日商簿記２級
商業簿記 Ver.16.0 第19版

合格テキスト　日商簿記３級
Ver.13.0 第13版

社会はなぜ左と右にわかれるのか
対立を超えるための道徳心理学

TAC簿記検定講座／編著 TAC簿記検定講座／編著
ジョナサン・ハイト／著

高橋洋／訳

TAC出版　2022.2 TAC出版　2022.2 紀伊国屋書店　2014.4

学習参考書　336.9/Ta13 学習参考書　336.9/Ta13 361.4/H51

人間狩り
狩猟権力の歴史と哲学

場所からたどるアメリカと奴隷制の歴史
米国史の真実をめぐるダークツーリズム

全国大学・短期大学・専門学校
看護・医療系データファイル2023

第12号 2022年発行版

グレゴワール・シャマユー／著
平田周　他／訳

クリント・スミス／著
 風早さとみ／訳

エイビ進学ナビ看護・
医療系データファイル編集部／編

明石書店　2021.9 原書房　2022.3 発行：栄美通信　発売元：双文社　2022.8

361.8/C32 361.8/Sm5 学習参考書　376.8/E37　寄贈

全国大学・短期大学学校推薦型
選抜年鑑 第43号 2022年発行版

全国大学小論文入試2018～2022
出題内容５か年ダイジェスト

小児科医・かかりつけ医に
知って欲しい発達障害のこと

エイビ進学ナビ学校推薦型選抜年鑑
編集部／編

旺文社／編 関正樹／著 坂本昌彦／監修

発行：栄美通信　発売元：双文社　2022.9 旺文社　2022.9 南山堂　2022.6

学習参考書　376.8/E37　寄贈 学習参考書　376.8/O91　寄贈 378.8/Se24

食べるとはどういうことか
世界の見方が変わる３つの質問

命の水　チェコの民話集
火の鳥ときつねのリシカ

チェコの昔話

藤原辰史／著
カレル・ヤロミール・エルベン／編
出久根育／絵　 阿部賢一／訳

木村有子／編訳 出久根育／絵

農山漁村文化協会　2019.3 西村書店　2017.10 岩波書店　2021.4

383.8/F68 388.3/E67 文学エリア文庫棚　388.3/Ki39

先住民族アイヌを学ぶ
藤戸ひろ子さんに聞いてみた

都市は〈博物館〉
ヨーロッパ・九つの街の物語

大学への数学　入試への軌跡
2022年10月臨時増刊号

藤戸ひろ子，石川康宏，
建石始，大澤香／著

高橋哲雄／著 東京出版編集部／編

日本機関紙出版センター　2022.8 岩波書店　2008.9 東京出版　2022.9　

389.1/F67 389.3/Ta33 学習参考書　410.7/To46/2022.10

フラクタル　 混沌と秩序のあいだ
に生まれる美しい図形

さらに知っておきたい
日本の絶滅危惧植物図鑑

First Encyclopedia of Animals

オリヴァー・リントン／著
駒田曜／訳

長澤淳一， 瀬戸口浩彰／著 Paul Dowswell

創元社　2021.2 創元社　2022.9 Scholastic　2006

421.4/L65 470.9/N22/2 絵本　480/Sc6/E　寄贈
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がんを生き抜く最強ごはん
理学療法士・作業療法士のための

キャリアマネジメント入門

Civil　Engineering　Consultant
建設コンサルタンツ協会会誌

Vol.296
和田洋巳／著 本橋隆子／編 会誌編集専門委員会/編集

毎日新聞出版　2019.3 医歯藥出版　2019.3 一般社団法人建設コンサルタンツ協会　2022.7

491.65/W12 498.1/Mo83 510.9/Ke41 寄贈

機能主義理論の系譜 新装版
京都・大阪・神戸

名建築さんぽマップ
Robots

エドワード・ロバート・デ・ザーコ／著
 山本学治，稲葉武司／訳

円満字洋介／著 Clive Gifford

鹿島出版会　2011.1 エクスナレッジ　2016.6 Kingfisher　2003

520.2/Z1 523.1/E62 絵本　548.3/G42/E　寄贈

観光人類学のフィールドワーク
ツーリズム現場の質的調査入門

最新　旅行業界の動向と
カラクリがよ～くわかる本  第五版

機関誌　観光文化 254（46-3）

市野澤潤平， 碇陽子，
東賢太郎／編著

中村惠二，榎木由紀子／著

ミネルヴァ書房　2021.5 秀和システム　2022.5 公益財団法人日本交通公社　2022.8

689.1/I16 689.1/N37　リクエスト 689.1/N77

欧州のビオホテル
エコツーリズムから地域創造へ

BIg  Nate : Genius Mode
　　　　　　　: Mr Popularity

The first Da capo Song book

滝川薫/著 Lincoln Peirce Jane Cutler

ブックエンド　2021.6 Harper　2014　 DaCapo Design & Training　1999

689.1/Ta71 漫画　726.1/P35　寄贈 絵本　726.6/C98/E　寄贈

How TOM Beat Captain NAJORK
 and his Hired Sportsmen

A Near Thing for  Captain
NAJORK

読谷山花織復興の
プロデューサー　曽根美津子

Russell Hoban
Quentin Blake/Illustrated

Russell Hoban
Quentin Blake/Illustrated

仲松庸次／著

Red Fox　1993 Red Fox　1993 個人出版　2015.12

絵本　726.6/H81/E　寄贈 絵本　726.6/H81/E　寄贈 753/N35

琉球の音楽を考える
歴史と理論と歌と三線

心に響く！
美しい「日本の言葉」２２００

多聴多読マガジン 2022.10月号

金城厚／著 西東社編集部／編

榕樹書林　2022.2 西東社　 2016.1 コスモピア　2022.9

767.5/Ka54 814/Se19　寄贈 雑誌架　830.7/Ko88/2022

週刊　日本の歳時記 28-50 The Chocolate Touch The Enormous Crocodile

Patrick Skene Catling
Roald Dahl

Quentin Blake/Pictures

小学館　2008.10-2009.4 Scholastic　1952 Puffin Books　1980

雑誌架　911.3/N77/28-50 洋書　933/C26　寄贈 絵本　933/D13/E　寄贈

BOY Tales of Childhood The Way - Paver
Return of The Homework

Machine

Roald Dahl Devlin, Ann Dan Gutman

Scholastic　1984 Faber and Faber Limited　1986 Scholastic　2009

洋書　933/D13　寄贈 洋書　933/D66 洋書　933/G97　寄贈

Middle School :
 The Worst Years of My Life

Middle School
: Get Me Out of HERE!

Middle School
: My Brother is a Big,Fat Liar

James Patterson
 Chris Tebbets

James Patterson
 Chris Tebbets

James Patterson
 Lisa Papademetriou

Little Brown and Company　2011 Little Brown and Company　2012 Little Brown and Company　2013

洋書　933/P27　寄贈 洋書　933/P27　寄贈 洋書　933/P27　寄贈

Middle School : How I Survived
Bullies,Broccoli,and Snake Hill

Middle School
 : Ultimate Showdown

BIg  Nate 1-6

James Patterson
 Chris Tebbetts

James Patterson
 Julia Bergen

Lincoln Peirce

Little Brown and Company　2013 young Arrow　2014 Harper　2010-2014　

洋書　933/P27　寄贈 洋書　933/P27　寄贈 洋書　933/P35/1-6　　寄贈

The Wednesday Wars
モーリヤック著作集 第１巻

小説Ⅰ・自伝 新装版
アリオスト　狂えるオルランド

上・下 新装版

Gary D.Schmidt
フランソワ・モーリヤック／著

 遠藤周作／編
ルドヴィコ・アリオスト／著

 脇功／訳

Scholastic　2007 春秋社　1998.9 名古屋大学出版会　2022.4

洋書　933/Sc5　　寄贈 958/Ma96/1 西洋文学この100冊　971/A75/1-2

亜鉛の少年たち
アフガン帰還兵の証言 増補版

THE BIG ISSUE VOL.437-440
日本版

NATIONAL GEOGRAPHIC
2022.9 ，10　日本版

スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ／著
奈倉有里／訳

岩波書店　2022.6 ビッグイシュー日本　2022.8-10 日経ナショナルジオグラフィック社　2022.8,9

983/A41 先生方のオススメ本　Z//2022 雑誌架　Z//2022
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日経サイエンス 2022.10，11
CNN　ENGLISH　EXPRESS

2022.10，11
大学への数学 2022.10

日経サイエンス社　2022.10,11 ASAHI　PRESS　2022.9,10 東京出版　2022.9

雑誌架　Z//2022 雑誌架　Z//2022 学習参考書　Z//2022

2023年度（令和５年度）入試対策用
全国大学受験年鑑　推薦＆総合型選抜ガイド 島崎藤村短篇集 終戦日記一九四五

島崎藤村／著 大木志門／編
エーリヒ・ケストナー／作

酒寄進一／訳

旺文社　2022.8 岩波書店　2022.7 岩波書店　2022.8

学習参考書　Z//2022　寄贈 岩波文庫　緑/24/9 岩波文庫　赤/471/2

魏志倭人伝・後漢書倭人伝
宋書倭国伝・隋書倭国伝 新訂

旧唐書倭国日本伝
他二篇  新訂

学問の方法

石原道博／編訳 石原道博／編訳
ヴィーコ／著

上村忠男，佐々木力／訳

岩波書店　1985.5 岩波書店　1986.4 岩波書店　1987.7

岩波文庫　青/401/1 岩波文庫　青/402/1 岩波文庫　青/672/1

科学と仮説
現代宇宙論の誕生

　２０世紀科学論文集
神に追われて

沖縄の憑依民俗学

ポアンカレ／著 伊藤邦武／訳
須藤靖／編

アルベルト・アインシュタイン　他／著
谷川健一／著

岩波書店　2021.12 岩波書店　2022.8 河出書房新社　2022.1

岩波文庫　青/902/1 岩波文庫　青/951/1 河出文庫　/た

沖縄の島守
内務官僚かく戦えり

失敗学実践講義 文庫増補版 古代ローマ人の２４時間

田村洋三／著 畑村洋太郎／著
アルベルト・アンジェラ／著

関口英子／訳

中央公論社　2006.7 講談社　2010.5 河出書房新社　2012.4

沖縄学習　/た　リクエスト 講談社文庫　/は 河出文庫　/ア　寄贈

国民とは何か がん劇的寛解 物語　チェコの歴史
森と高原と古城の国

エルネスト・ルナン／著
 長谷川一年／訳

和田洋巳／著 薩摩秀登／著

講談社　2022.4 KADOKAWA　2022.3 中央公論新社　2018.4

講談社学術文庫　/ル 角川新書　//387 中公新書　//1838

古代中国の２４時間
１０万人を超す命を救った

沖縄県知事・島田叡

柿沼陽平／著 TBSテレビ報道局『生きろ』取材班／著

中央公論新社　2021.11 ポプラ社　2014.8

中公新書　//2669　寄贈 沖縄学習　//039　リクエスト 2022.10.28
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日本国勢図会 2022/23 第80版 感情を整える片づけ しあわせを生む小さな種

財団法人 矢野恒太記念会／編 種市勝覺／著 松浦弥太郎／著

矢野恒太記念会　2022.6 アチーブメント出版　2017.10 PHP研究所　2013.9

参考図書　059/N/'22-'23 148.5/Ta86　寄贈 159/Ma89　寄贈

幸せはあなたの心が決める 十字を切る レジリエンス人類史

渡辺和子／著 晴佐久昌英／著
稲村哲也、山極壽一、
清水展、阿部健一／編

PHP研究所　2015.9 女子パウロ会　2012.10 京都大学学術出版会　2022.3

159/W46　寄贈 198.2/H32　寄贈 209/Ky6

現代語訳吾妻鏡 ３ 幕府と朝廷
　　　　　　　　 ４ 奥州合戦

新訂　吾妻鏡
頼朝将軍記１-3

新訂　吾妻鏡 四
頼朝将軍記４／頼家将軍記

五味文彦、本郷和人／編 高橋秀樹／編 高橋秀樹／編

吉川弘文館　2008.6,2008.9 和泉書院　2017.2,2018.9 和泉書院　2020.7

210.4/G62/3-4 210.4/Ta33/1-3 210.4/Ta33/4

死ぬまでに絶対行きたい
世界のリゾート

核戦争の瀬戸際で 隷従への道

三好和義／著
ウィリアム・J ・ペリー／著

 松谷基和／訳
フリードリヒ・アウグスト・フォン・ハイエク／談

 蔵研也、吉田寛／訳

PHP研究所　2013.5 東京堂出版　2018.1 ＪＴＲ日本税制改革協議会　2022.6

290/Mi91　寄贈 319.8/P42 331.7/H49　寄贈

ベルギーの「移民」社会と文化 知識の社会史
知と情報はいかにして商品化したか

知識の社会史２
百科全書からウィキペディアまで

岩本和子／編著
ピーター・バーク／著
井山弘幸　他／訳

ピーター・バーク／著
井山弘幸／訳

松籟社　2021.2 新曜社　2004.8 新曜社　2015.7

334.4/I94　寄贈 361/B92/1 361/B92/2

ノンバイナリーがわかる本
heでもsheでもない、theyたちのこと

ジーファーの記憶
沖縄の簪と職人たち

首里城を求めて　The Disvovery
of Ryukyu Architecture

エリス・ヤング／著 上田勢子／訳 今村治華／著 伊東忠太／著

明石書店　2021.12 南方新社　2022.3 まちごとパブリッシング　2022.6

367.9/Y95 383.5/I44 沖縄学習　383.9/I89

防衛白書 令和３年版
2021年版

科学名著図鑑 大学への数学 　 今年の入試で合否を
分けたこの１題 2022年8月臨時増刊号

防衛省／編 東京出版編集部／編

発売：全国官報販売協同組合　2021.8 ニュートンプレス　2022.6 東京出版　2022.7

白書・統計　392.1/B67/2021 403.1/N68 学習参考書　410.7/To46/2022.8

大学への数学　新数学演習
2022年9月臨時増刊号

気象 地球温暖化の教科書

東京出版編集部／編

東京出版　2022.8 ニュートンプレス　2022.2 ニュートンプレス　2022.5

学習参考書　410.7/To46/2022.9 451.2/N68 451.8/N68

せまりくる巨大地震 ゼロからわかる人体と細胞
改訂第２版

環境白書 令和４年版

環境省／編

ニュートンプレス　2022.7 ニュートンプレス　2022.5 全国官報販売協同組合　2022.6

453/N68 467.3/N68 白書・統計　519/Ka56/2022

人類の未来年表
〝環境の教科書″ 改訂第２版

小児科医のぼくが伝えたい
最高の子育て

透明水彩で描く
世界でいちばん美しい細密画

高橋孝雄／著

ニュートンプレス　2022.6 マガジンハウス　2018.9 日本文芸社　2019.2

519/N68 599/Ta33　寄贈 724.4/Ma98

中・高校生のための　狂言入門
０から学べる島むに読本
琉球沖永良部島のことば

少年口伝隊一九四五

山本東次郎、近藤ようこ／著 横山晶子／著 井上ひさし／著

平凡社　2005.2 ひつじ書房　2022.7 講談社　1981.8

773.9/Y31 沖縄学習　818.9/Y79 913.6/I57　寄贈

模索の扉 ボクと、正義と、アンパンマン 文藝春秋 2022.9

ななつまこ／著 やなせたかし／著

幻冬舎　2022.1 PHP研究所　2022.2 文藝春秋　2022.9

914.6/N48　寄贈 914.6/Y56　寄贈 918/B89/2022
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アサンプション国際中学校高等学校　図書館

近松全集 第七巻 PAX ET PETIT SOLDAT
風にのってきた

メアリー・ポピンズ 新版

近松門左衛門／著
近松全集刊行会／編纂

Pennypacker, Sara
パメラ・L・トラヴァース／作

 メアリー・シェパード／画 林容吉／訳

岩波書店　1987.11 Gallimard Jeunesse　2016 岩波書店　2000.7

918.5/C44/7 洋書　933/P38　寄贈 文学エリア文庫棚　933/Tr2

帰ってきたメアリー・ポピンズ
 新版

とびらをあける
メアリー・ポピンズ 新版

公園のメアリー・ポピンズ
新版

パメラ・L・トラヴァース／作
メアリー・シェパード／画 林容吉／訳

パメラ・L・トラヴァース／作　林容吉／訳
 メアリー・シェパード、アグネス・シムス／画

パメラ・L・トラヴァース／作
 メアリー・シェパード／画 林容吉／訳

岩波書店　2001.6 岩波書店　2002.11 岩波書店　2003.9

文学エリア文庫棚　933/Tr2 文学エリア文庫棚　933/Tr2 文学エリア文庫棚　933/Tr2

クレオ フラメンカ物語 砂の子ども

ヘレン・ブラウン／著
服部京子／訳

著者不詳
 見目誠／訳

ターハル・ベン=ジェルーン
 菊池有子／訳

エイアンドエフ　2016.9 未知谷　1996.12 紀伊国屋書店　1996.6

936/B77　寄贈 951.4/F31 953.7/B35

THE BIG ISSUE VOL.435 ,436
日本版

大学への数学 2022.8，9
NATIONAL GEOGRAPHIC

2022.8 日本版

ビッグイシュー日本　2022.7,8 東京出版　2022.7,8 日経ナショナルジオグラフィック社　2022.7

先生方のオススメ本　Z//2022 学習参考書　Z//2022 雑誌架　Z//2022

日経サイエンス 2022.9
CNN　ENGLISH　EXPRESS

2022.9
外交 Vol.74（2022.7-8）

「外交」編集委員会／編

日経サイエンス社　2022.9 ASAHI　PRESS　2022.8 外務省／発行　都市出版／発売　2022.7

雑誌架　Z//2022 雑誌架　Z//2022 雑誌架　Z//2022

カトリック生活 2022.9，10 政治的なものの概念

カール・シュミット／著
権左武士／訳

ドン・ボスコ社　2022.9,10 旺文社　2022.7 岩波書店　2022.8

雑誌架　Z//2022 学習参考書　参考書　館内閲覧のみ 岩波文庫　白/30/2

マクロプロスの処方箋 水は音楽を聴いている 古都 新版

カレル・チャペック／作
 阿部賢一／訳

江本勝／著 川端康成／著

岩波書店　2022.8 三笠書房　2022.8 新潮社　2022.5

岩波文庫　赤/774/4 　文学エリア文庫棚　/え　寄贈 新潮文庫　/か

風に訊け 風に訊け　ザ・ラスト 料理沖縄物語

開高健／著 立木義浩／写真
 菊谷匡祐／コピーライト

開高健／著 立木義浩／写真
 菊谷匡祐／コピーライト

古波蔵保好／著

集英社　1986.6 集英社　2003.10 講談社　2022.5

集英社文庫　/か 集英社文庫　/か 講談社文庫　/こ

考える教室
日本国憲法

大阪おばちゃん語訳
美徳のよろめき

新版

酒井邦嘉／著 谷口真由美／著 三島由紀夫／著

実業之日本社　2017.11 文藝春秋　2019.4 新潮社　2021.1

じっぴコンパクト文庫　/さ 文春文庫　/た　寄贈 新潮文庫　/み

地下鉄道 女性の品格 親の品格

コルソン・ホワイトヘッド／著
 谷崎由依／訳

坂東眞理子／著 坂東眞理子／著

早川書房　2020.10 PHP研究所　2006.10 PHP研究所　2008.1

早川epi文庫　/ホ　寄贈 PHP新書　//418　寄贈 PHP新書　//495　寄贈

日本の近代建築　ベスト５０ 四字熟語の中国史 わかりあえないことから

小川格／著 冨谷至／著 平田オリザ／著

新潮社　2022.1 岩波書店　2012.2 講談社　2012.10

新潮新書　//937 岩波新書　//1352　寄贈 講談社現代新書　//2177　　寄贈

今日から磨く「おとなことば」 チョムスキーと言語脳科学

松尾佳津子／著 酒井邦嘉／著

京都書房　2012.11 集英社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ　2019.4

ことのは新書　//007　　寄贈 インターナショナル新書　//037 2022.9.29
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アサンプション国際中学校高等学校　図書館

ブリタニカ国際年鑑 2022年版 酔っぱらいが変えた世界史
沖縄「平和の礎」は

いかにして創られたか
ブノワ・フランクバルム／著

神田順子、田辺希久子、村上尚子／訳
高山朝光、比嘉博、石原昌家／編著

ブリタニカ・ジャパン　2022.5 原書房　2021.8 高文研　2022.6

参考図書　030/B74/2022 204/F44　リクエスト 沖縄学習　219.9/Ta56

ルース・Ｂ・ギンズバーグ名言集 沖縄・離島情報 2023 琉球・沖縄歴史遺産ガイド

上里隆史／監修

創元社　2021.11 林檎プロモーション　2022.3 宝島社　2022.4

289.3/G46　リクエスト 沖縄学習　291.9/R45/2023 沖縄学習　291.9/U47

１４歳から考えたいレイシズム 法の世界へ 第８版
元法制局キャリアが教える

法律を読む技術・学ぶ技術  改訂第４版

アリ・ラッタンシ／著
久保美代子／訳

池田真朗　他／著 吉田利宏／著

すばる舎　2021.6 有斐閣　2020.3 ダイヤモンド社　2022.4

316.8/R17 320/I32 320.7/Y86

民法への招待 第６版
図解で早わかり　改正対応！

民法のしくみと手続き
入門刑事法 第八版

池田真朗／著 森公任、森元みのり／監修 三井誠、 瀬川晃、北川佳世子／編

税務経理委員会　2020.11 三修社　2020.7 有斐閣　2022.3

324/I32 324/Mo45 326/Mi64

アダム・スミスの
夕食を作ったのは誰か？

アニメ業界で働く
ニュース検定公式テキスト「時事力」

発展編  1・2・準2級 2022年度版

カトリーン・マルサル／著
 高橋璃子／訳

小杉眞紀、山田幸彦、
吉田真奈／著

ニュース検定公式テキスト編集委員会／編
日本ニュース時事能力検定協会／監修

河出書房新社　2021.11 ぺりかん社　2021.11 毎日教育総合研究所／朝日新聞社 2022.3　

331/Ma51　リクエスト 336.2/N53/補27 学習参考書　336.4/N68/2022

ニュース検定 公式問題集「時事力」
1・2・準2級 2022年度版

ニュース検定 公式テキスト&問題集
「時事力」基礎編  3・4級 2022年度版

１４歳から考えたい
アメリカの奴隷制度

ニュース検定公式テキスト編集委員会／編
日本ニュース時事能力検定協会／監修

ニュース検定公式テキスト編集委員会／編
日本ニュース時事能力検定協会／監修

ヘザー・アンドレア・ウィリアムズ／著
月沢李歌子／訳

毎日教育総合研究所／朝日新聞社　2022.3　 毎日教育総合研究所／朝日新聞社　2022.3　 すばる舎　2022.2

学習参考書　336.4/N68/2022 学習参考書　336.4/N68/2022 361.8/W74

外交官になるには 環境専門家になるには 声優になるには 改訂版

飯島一孝／著 小熊みどり／著 山本健翔／著

ぺりかん社　2022.2 ぺりかん社　2021.6 ぺりかん社　2022.5

366.2/N53/23 366.2/N53/37 366.2/N53/53

社会保険労務士になるには 日本語教師になるには
アプリケーションエンジニアに

なるには

池田直子／著 益田美樹／著
小杉眞紀、吉田真奈

山田幸彦／著

ぺりかん社　2021.12 ぺりかん社　2021.12 ぺりかん社　2021.6

366.2/N53/63 366.2/N53/84 366.2/N53/156

土木技術者になるには 化学技術者・研究者になるには
トランス男性による

トランスジェンダー男性学

三上美絵／著 堀川晃菜／著 周司あきら／著

ぺりかん社　2022.4 ぺりかん社　2022.6 大月書店　2021.12

366.2/N53/157 366.2/N53/158 人権問題　367.5/Sh99

LGBTと家族のコトバ
女性学  2020.Vol.28
女性学  2021.Vol.29

１４歳から考えたい貧困

LGBTER／著
日本女性学会学会誌第28号編集委員会／編
日本女性学会学会誌第29号編集委員会／編

フィリップ・N・ジェファーソン／著
神林邦明／訳

双葉社　2018.12 日本女性学会　2021.3,2020.4 すばる舎　2021.12

人権問題　367.9/L59 人権問題　367.9/N77/2020-28,2021-29 368.2/J33

難民研究ジャーナル No.11 2021 ゆっくり学ぶ
教科書ぴったりトレーニング
算数１年-６年　 東京書籍版

難民研究フォーラム／編 岸見一郎／著

現代人文社　2022.3 集英社クリエイティブ　2022.6 新興出版社啓林館　2020.3　

368.2/N48/2021 371/Ki58 375.4/Sh64/1-6　リクエスト

ひめゆりたちの春秋
続　ひめゆりたちの春秋

社会福祉学部
中高生のための学部選びガイド

農学部
中高生のための学部選びガイド

仲程昌徳／著 元木裕／著 佐藤成美／著

ボーダーインク　2021.6,2022.6 ぺりかん社　2021.11 ぺりかん社　2021.8

376.4/N33/1-2 376.8/N53 376.8/N53
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人間科学部
中高生のための学部選びガイド

歯学部
中高生のための学部選びガイド

大学への数学　入試への軌跡
京大１０年間  2022年7月臨時増刊号

大岳美帆／著 橋口佐紀子／著 東京出版編集部／編

ぺりかん社　2022.6 ぺりかん社　2022.5 東京出版　2022.6

376.8/N53 376.8/N53 学習参考書　410.7/To46/2022.7

高校生・化学宣言 PART14
沖縄美ら海水族館はなぜ

役に立たない研究をするのか？
１４歳から考えたい優生学

中沢浩、小嵜正敏／監修
佐藤圭一、冨田武照

松本瑠偉／著
フィリッパ・レヴィン／著

 斉藤隆央／訳

遊タイム出版　2022.4 産業編集センター　2022.6 すばる舎　2021.1　

430.7/N46 沖縄学習　480.7/Sa85 498.2/L57

海洋白書 2022
レベル別日本語多読ライブラリー

レベル３　CD付 vol.1，vol.2
にほんご多読ブックス

ふりがな付き　レベル3 vol.3

笹川平和財団海洋政策研究所／編 NPO多言語多読／監修 NPO多言語多読／監修

成山堂書店　2022.4 アスク出版　2006.1,2007.7 大修館書店　2016.6

白書・統計　519.4/Sa75/2022 809/A93/1-2　寄贈 809/Ta24/3　寄贈

多聴多読マガジン 2022.8月号
歴単　東洋史編
歴単　西洋史編

光源氏に迫る
源氏物語の歴史と文化

原島広至／著 宇治市源氏物語ミュージアム／編

コスモピア　2022.7 すばる舎　2121.4,2020.2 吉川弘文館　2021.7

雑誌架　830.7/Ko88/2022 832/H32 913.3/U57　リクエスト

THE BIG ISSUE
VOL.433 VOL.434 日本版

大学への数学 2022.7 留学ジャーナル AUGUST　2022

ビッグイシュー日本　2022.6,2022.7 東京出版　2022.6 留学ジャーナル　2022.6

先生方のオススメ本　Z//2022 学習参考書　Z//2022　 学習参考書　Z//2022　

2023年（令和5年）入試対策用
進路決定資格・職業・奨学金ガイド

2023年度（令和5年度）入試対策用
大学入試推薦＆総合型合格対策ガイド 日経サイエンス 2022.8

旺文社　2022.5 旺文社　2022.6 日経サイエンス社　2022.8

学習参考書　Z//2022　寄贈 学習参考書　Z//2022　寄贈 雑誌架　Z//2022

NATIONAL GEOGRAPHIC
2022.7 日本版

CNN　ENGLISH　EXPRESS
2022.8

カトリック生活 2022.8

日経ナショナルジオグラフィック社　2022.6 ASAHI　PRESS　2022.7 ドン・ボスコ社　2022.8

雑誌架　Z//2022 雑誌架　Z//2022 雑誌架　Z//2022

数学社研究部／編　数学社　2021.4 数学社研究部／編　数学社　2021.4 旺文社／編　旺文社　2022.7

学習参考書　参考書　寄贈 学習参考書　参考書　寄贈 学習参考書　参考書　寄贈

朝鮮人ＢＣ級戦犯の記録 吾妻鏡 消された水汚染

内海愛子／著 西田友広／編 諸永裕司／著

岩波書店　2015.7 角川書店　2021.11 平凡社　2022.1

岩波現代文庫　/う　リクエスト 角川ソフィア文庫　/か 平凡社新書　//994

人新世の「資本論」 「米留組」と沖縄
第三次世界大戦は
もう始まっている

斎藤幸平／著 山里絹子／著
エマニュエル・トッド／著

 大野舞／訳

集英社　2020.9 集英社　2022.4 文藝春秋　2022.6

集英社新書　//1035　リクエスト 沖縄学習　//1113 文春新書　//1367

日米地位協定の現場を行く 人種主義の歴史 人類の起源

山本章子、宮城裕也／著 平野千果子／著 篠田謙一／著

岩波書店　2022..5 岩波書店　2022..5 中央公論新社　2022.2

沖縄学習　//1928 岩波新書　//1930　リクエスト 中公新書　//2683

２０２２．８．２５

2023年受験用全国大学入試問題正解
 ①英語（私立大編）②英語（国公立大
編）④数学（私立大編）⑤数学（国公立

大編） ⑦国語（私立大編）
⑧国語（国公立大編）

共通テスト過去問研究 2022年版
英語，数学Ⅰ・A／Ⅱ・B，国語

日本史B，世界史B，地理B
現代社会，倫理、政治・経済／倫理

政治・経済

共通テスト過去問研究 2022年版
物理／物理基礎，化学／化学基礎
生物／生物基礎，地学／地学基礎
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大峯縁起 ポーランド・ウクライナ・バルト史 ヴァイキング時代

銭谷武平／著 伊東孝之　他／編 角谷英則／著

東方出版　2008.3 山川出版社　1998.12 京都大学学術出版会　2006.3

188/Z3 238.5/Y27 238.9/Ka14

デモクラシーとは何か 中国、ロシアとの戦い方 あなたを変える行動経済学

R.A.ダール／著
アンドリュー・トムソン／著
 山岡鉄秀／翻訳・監修

大竹文雄／著

岩波書店　2001.5 ワニブックス　2022.6 東京書籍　2022.1

311.7/D13 319.8/Th7 331/O82

ハイエク、ハイエクを語る
雇用、利子および貨幣の

一般理論 上・下
半導体業界の製造工程とビジネスが

これ1冊でしっかりわかる教科書

フリードリヒ・アウグスト・フォン・ハイエク／著・談
スティーブン・クレスゲ，ライフ・ウェナー／編

 嶋津格／訳

ケインズ／著
 間宮陽介／訳

エレクトロニクス市場研究会／著
稲葉雅巳／監修

名古屋大学出版　2000.1　 岩波書店　2012.8,9 技術評論社　2022.3

331.72/H49 331.74/Ke67/1-2 366.2/E45

保険業界のしくみとビジネスが
これ1冊でしっかりわかる教科書

商社のしくみとビジネスが
これ1冊でしっかりわかる教科書

化粧品業界のしくみと仕事が
これ1冊でしっかりわかる教科書

GVフィナンシャル研究会／著
平野敦之／監修

治良博史／著 廣瀬知砂子／著

技術評論社　2020.5 技術評論社　2020.6 技術評論社　2021.9

366.2/G42 366.2/H34 366.2/H72

金融業界のしくみとビジネスが
これ1冊でしっかりわかる教科書

通信業界のしくみとビジネスが
これ1冊でしっかりわかる教科書

化学業界のしくみとビジネスが
これ1冊でしっかりわかる教科書

伊藤亮太／著 実積寿也，藤木俊明／著 橘川武郎／著

技術評論社　2020.6 技術評論社　2022.3　 技術評論社　2022.2

366.2/I89 366.2/J55 366.2/Ki22

物流業界のしくみとビジネスが
これ1冊でしっかりわかる教科書

暗号と認証のしくみと理論が
これ1冊でしっかりわかる教科書

モバイルゲーム開発が
これ1冊でしっかりわかる教科書

ロジ・ソリューション株式会社／著 光成滋生／著
永田峰弘，大嶋剛直，

 福島光輝／著

技術評論社　2021.2 技術評論社　2020.6　 技術評論社　2021.5

366.2/L82 366.2/Mi66 366.2/N23

銀行業界のしくみとビジネスが
これ1冊でしっかりわかる教科書 母親になって後悔してる

今とこれからがわかる
はじめてのLGBT入門

長塚孝子／著
オルナ・ドーナト／著

 鹿田昌美／訳
清水展人／著

技術評論社　2020.5 新潮社　2022.3 主婦の友社　2022.5

366.2/N23 367.2/D85 367.9/Sh49

女性ホームレスとして生きる
増補新装版

大阪に来たらええやん！ 西成のNPO
法人代表が語る生活困窮者のリアル

グローバル化のなかの都市貧困

丸山里美／著 坂本慎治／著 山口恵子，青木秀男／編著

世界思想社　2021.9 信長出版　2021.5 ミネルヴァ書房　2020.3

368.2/Ma59 368.2/Sa32 368.2/Y24 リクエスト

音楽大学・高校入試問題集 2022 自然・人類・文明 なぜ私たちは理系を選んだのか

堀内久美雄／著
フリードリヒ・アウグスト・フォン・ハイエク，

今西錦司／談　 米山俊直／解説 桝太一／著

音楽之友社　2022.1 NHK出版　2014.11 岩波書店　2021.5

学習参考書　376.8/O65/2022 389/I45 407/Ma66

大学への数学 　 入試への軌跡

東大１０年間  2022年6月臨時増刊号
知るからはじめる外来生物

～未来へつなぐ地域の自然～
動かないタマゴと
動くタネのひみつ

東京出版編集部／編 大阪市立自然史博物館／編 大阪市立自然史博物館／編

東京出版　2022.5 大阪市立自然史博物館　2020.3 大阪市立自然史博物館　2015.7

学習参考書　410.7/To46/2022.6 462.1/O73 481.2/O73

鳥の巣と卵はどこにある？
日本と大阪の繁殖状況

街で繁殖する鳥 改訂二版 医療現場の行動経済学

大阪市立自然史博物館／編
和田岳／著 外丸須美乃／絵
 大阪市立自然史博物館／編

大竹文雄／編著 平井啓／編著

大阪市立自然史博物館　2022.4 大阪自然史センター　2011.4 東洋経済新報社　2018.8

488.1/O73 488.1/W12 490.1/O82

アサンプション国際中学校高等学校　図書館
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実戦医療現場の行動経済学 免疫学はやっぱりおもしろい
アスリートキッズの未来ごはん

FOOD for Athlete KIds

大竹文雄／編著 平井啓／編著 小安重夫／著 浮田浩明／著 山田裕司／監修

東洋経済新報社　2022.5 羊土社　2008.3 旭屋出版　2019.5

490.1/O82 先生方のオススメ本　491.8/Ko97 498.5/U59　寄贈

食卓の上のフィロソフィー 地力アップ大事典 What is Planetary Food

田中愛子／著 農文協／編 Aiko・Tanaka／著

旭屋出版　2016.1 農山漁村文化協会　2022.1 コウモクテン・パブリッシング　2021.11

596/Ta84　寄贈 参考図書　613.5/N97 617.6/Ta84　寄贈

師としてのリスト 　弟子ゲレリヒが
伝える素顔のマスタークラス

英検２級過去６回全問題集CD
2022年度版

英検２級過去６回全問題集
 2022年度版

ヴィルヘルム・イェーガー／編
 アウグスト・ゲレルヒ／原著

 内藤晃／監修・訳 阿部貴史／共訳
旺文社／編 旺文社／編

音楽之友社　2021.6 旺文社　2022.3 旺文社　2022.3

763.2/J34 学習参考書　830.7/O14/2022　CD 学習参考書　830.7/O14/2022　

ウクライナ語入門
ニューエクスプレス+ プラス

ウクライナ語　CD付 好古家　The Antiquary

中井和夫／著 中澤英彦／著
ウォルター・スコット／著

貝瀬英夫／訳

大学書林　1991.6　 白水社　2019.5 朝日出版社　2018.11

889.4/N34 889.4/N46 933/Sc9

スキタイの騎士 カールシュタイン城夜話 日経サイエンス 2022.7

フランティシェク・クプカ／著
山口巌／訳

フランティシェク・クプカ／著
山口巌／訳

風濤社　2014.3 風濤社　2013.3 日経サイエンス社　2022.7

989.5/Ku14 989.5/Ku14 雑誌架　Z//2022

NATIONAL GEOGRAPHIC
2022.6 日本版

THE BIG ISSUE VOL.432
日本版

CNN　ENGLISH　EXPRESS
2022.7

日経ナショナルジオグラフィック社　2022.5 ビッグイシュー日本　2022.6 ASAHI　PRESS　2022.7

雑誌架　Z//2022 先生方のオススメ本　Z//2022 雑誌架　Z//2022

カトリック生活 2022.7 外交 Vol.73（2022.5-6） 美意識と神さま

「外交」編集委員会／編 梅棹忠夫／著

ドン・ボスコ社　2022.7 外務省／発行　都市出版／発売 中央公論社　1985.1

雑誌架　Z//2022 雑誌架　Z//2022 中公文庫　/う

激流　渋沢栄一の若き日 茶経　全訳注 栄西　喫茶養生記　全訳注

大佛次郎／著 陸羽／撰 布目潮渢／訳注 栄西／撰 古田紹欽／訳注

朝日新聞出版　2021.1 講談社　2012.1 講談社　2000.9

朝日文庫　/お　寄贈 講談社学術文庫　/ぬ 講談社学術文庫　/ふ

一発屋芸人列伝 エンデュアランス号漂流記 功利主義

山田ルイ５３世／著
アーネスト・シャクルトン／著
 木村義昌， 谷口善也／訳

J.S.ミル／著 関口正司／訳

新潮社　2020.12 中央公論社　2003.6 岩波書店　2021.5

新潮文庫　/や　リクエスト 中公文庫　/シ 岩波文庫　白/116/11

人生談義 上・下 中国義士伝 古代中国の刑罰

ｴﾋﾟｸﾃﾄｽ／著 國方栄二／訳 冨谷至／著 冨谷至／著

岩波書店　2020.12,2021.2 中央公論新社　1995.7 中央公論社　1995.7

岩波文庫　青/608/1-2 中公新書　//2134　寄贈 中公新書　//1252　寄贈

部首のはなし 空爆の歴史 ユダヤ人とユダヤ教

阿辻哲次／著 荒井信一／著 市川裕／著

中央公論新社　2004.7 岩波書店　2008.8 岩波書店　2019.1

中公新書　//1755　寄贈 岩波新書　//1144 岩波新書　//1755

アサンプション国際中学校高等学校　図書館

新着速報　　　　2022.8月号(7月受入れ分） - ②



がん免疫療法とは何か
植民地から建国へ

シリーズアメリカ合衆国史①
南北戦争の時代

シリーズアメリカ合衆国史②

本庶佑／著 和田光弘／著 貴堂嘉之／著

岩波書店　2019.4 岩波書店　2019.4 岩波書店　2019.7

岩波新書　//1768 岩波新書　//1770 岩波新書　//1771

２０世紀アメリカの夢
シリーズアメリカ合衆国史③

グローバル時代のアメリカ
シリーズアメリカ合衆国史④ 行動経済学の使い方

中野耕太郎／著 古矢旬／著 大竹文雄／著

岩波書店　2019.10 岩波書店　2020.8 岩波書店　2019.9

岩波新書　//1772 岩波新書　//1773 岩波新書　//1795

中華の成立
 シリーズ中国の歴史①

江南の発展
シリーズ中国の歴史②

草原の制覇
シリーズ中国の歴史③

渡辺信一郎／著 丸橋充拓／著 古松崇志／著

岩波書店　2019.11 岩波書店　2020.1 岩波書店　2020.3

岩波新書　//1804 岩波新書　//1805 岩波新書　//1806

陸海の交錯
シリーズ中国の歴史④

「中国」の形成
シリーズ中国の歴史⑤ 水墨画入門

壇上寛／著 岡本隆司／著 島尾新／著

岩波書店　2020.5 岩波書店　2020.7 岩波書店　2019.12

岩波新書　//1807 岩波新書　//1808 岩波新書　//1819

人口の中国史 ドイツ統一 がんと外科医

上田信／著
アンドレアス・レダー／著

 板橋拓己／訳
阪本良弘／著

岩波書店　2020.8 岩波書店　2020.9　 岩波書店　2020.11

//1843 岩波新書　//1847 岩波新書　//1856

広島平和記念館は問いかける 倒産法入門 尊厳

志賀賢治／著 伊藤眞／著
マイケル・ローゼン／著
 内尾太一，峯陽一／訳

岩波書店　2020.12 岩波書店　2021.1 岩波書店　2021.3

岩波新書　//1861 //1866 //1870

モダン語の世界へ チャリティの帝国 少年法入門

山室信一／著 金澤周作／著 廣瀬健二／著

岩波書店　2021.4 岩波書店　2021.5 岩波書店　2021.6

岩波新書　//1875 岩波新書　//1880 岩波新書　//1881

東南アジア史１０講 源氏物語を読む 視覚化する味覚

古田元夫／著 高木和子／著 久野愛／著

岩波書店　2021.6 岩波書店　2021.6 岩波書店　2021.11

岩波新書　//1883 岩波新書　//1885 岩波新書　//1902

老人支配国家　日本の危機 漢字三昧

エマニュエル・トッド／著 阿辻哲次／著

文藝春秋　2016.9 光文社　2003.5

文春新書　//1339 光文社新書　//096　寄贈 ２０２２．７．２１

アサンプション国際中学校高等学校　図書館
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時間はなぜあるのか？
バイリンガル聖書 新改訳2017 / ESV 

（ English Standard Version ）
江戸のジャーナリスト　

葛飾北斎

平田聡，嶋田珠巳／著 新日本聖書刊行会／訳 千野境子／著

ミネルヴァ書房　2022.3 いのちのことば社　2019.4 国土社　2021.5

141.2/H68 193/ESV/2017 289.1/C47　課題図書中学の部

ウクライナを知るための65章

服部倫卓／編著

山川出版社　2005～2008 昭文社　2020～2022 明石書店　2018.1

　291/Y27 291.4～291.9/Sh95 293.8/H44

日本と世界の領土 別巻 ケインズ伝 上・下 MMTによる令和「新」経済論

帝国書院編集部／編
R. F. ハロッド／著

 塩野谷九十九／訳
藤井聡／著

帝国書院編集部／編　2016.2 東洋経済新報社　1967.3 晶文社　2019.1

329.2/Te25 331.74/H33/1-2 337.1/F57　リクエスト

目からウロコが落ちる奇跡の
経済教室 【基礎知識編】

全国民が読んだら歴史が変わる
奇跡の経済教室 【戦略編】

インスタントヘルプ！ 10代のための
マインドフルネストレーニング

中野剛志／著 中野剛志／著
エイミー・サルツマン／著 

今井正司／監修 上田勢子／訳

ＫＫベストセラーズ　2019.4 ＫＫベストセラーズ　2019.7 合同出版　2020.3

337.1/N39 リクエスト 337.1/N39　リクエスト 371.4/G55/2

インスタントヘルプ！ 10代のための
ジェンダークエストトレーニング

インスタントヘルプ！ 10代のための
レジリエンストレーニング

ダメ例から学ぶ　 実験レポートを
うまくはやく書けるガイドブック

ライアン・ジェイ・テスタ，デボラ・クールハート，
 ジェイミー・ペタ/著 渡辺大輔/監修 上田勢子/訳

シェリル・ブラッドシャー／著 
西大輔／監修 上田勢子／訳

堀一成，北沢美帆，山下英里華／著

合同出版　2020.8 合同出版 2021.7 羊土社　2017.7

371.4/G55/3 371.4/G55/4 407/H87

大学への数学　数学Ⅲ
スタンダード演習  2022年5月臨時増刊号

クジラの骨と僕らの未来
Civil　Engineering　Consultant　

建設コンサルタンツ協会会誌 Vol.295

東京出版編集部／編 中村玄／著 会誌編集専門委員会/編集

東京出版　2022.4　館内閲覧用 理論社　2021.7 一般社団法人建設コンサルタンツ協会　2022.4　

学習参考書　410.7/To46/2022.5 489.6/N37　課題図書高校の部 501.6/Ke41　寄贈

自然災害科学・防災の百科事典 世界の美しいモスク 原色雑草診断・防除事典

日本自然災害学会／編 深見奈緒子／著 森田弘彦，浅井元朗／編著

丸善出版　2022.1 エクスナレッジ　2016.7 農山漁村文化協会　2014.6

519.9/N77 先生方のオススメ本　520/F72 参考図書　615.6/Mo66

小麦粉の魅力  再改訂版 墨彩画日めくり　華のしらべ 筆文字日めくり　いのちのことば

一般社団法人製粉振興会／編 安藤華舟／墨彩画＆筆文字 木下慶香／書

一般社団法人製粉振興会　2022.5 いのちのことば社 いのちのことば社

619.3/Se17　寄贈 728/A47　リクエスト 728/Ki46　リクエスト

弟子から見たショパン
そのピアノ教育法と演奏美学  増補最新版

巴里の屋根の下　 1930 オルフェ　ORPHEE　 1949

ジャン=ジャック・エーゲルディンゲル／著
 米谷治郎，中島弘二／訳

ルネ・クレール／監督・脚本 
アルベール・プレジャン／主演

ジャン・コクトー／原作・脚本・監督 
ジャン・マレー，マリア・カザレス／主演

音楽之友社　2020.6 Cinema Life ファーストトレーディング　

763.2/E37 視聴覚資料　DVD　778.7/C74　寄贈 視聴覚資料　DVD　778.7/C82　寄贈

パリの灯は遠く　 1976 ポンヌフの恋人　 1991 大いなる幻影　 1937

 ジョセフ・ロージー／監督 
アラン・ドロン／主演

レオス・カラックス／監督・脚本
 ジュリエット・ビノシュ， ドニ・ラヴァン／主演

ジャン・ルノアール／監督・脚本
 ジャン・ギャバン／主演

KADOKAWA シネマクガフィン ファーストトレーディング　

視聴覚資料　DVD　778.7/D55　寄贈 視聴覚資料　ﾌﾞﾙｰﾚｲ　778.7/L55　寄贈 視聴覚資料　DVD　778.7/R27　寄贈

最強のふたり　 2011
大人は判ってくれない　 1959

あこがれ　 1958
多聴多読マガジン 2022.6月号

エリック・トレダノ，オリヴィエ・ナカシュ／脚本・監督 
フランソワ・クリュセﾞ，オマール・シー／主演

フランソワ・トリュフォー／監督・脚本 
ジャン＝ピエール・レオー／主演

ギャガ KADOKAWA コスモピア　2022.5

視聴覚資料　ﾌﾞﾙｰﾚｲ　778.7/To47　寄贈 視聴覚資料　ﾌﾞﾙｰﾚｲ　778.7/Tr8　寄贈 雑誌架　830.7/Ko88/2022

新着速報　　　2022.7月号(6月受入れ分） - ①

歴史散歩シリーズ ：青森・岩手・宮城・
秋田・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・
東京・神奈川・山梨・長野・富山・愛知・岐阜

・静岡・三重・島根・山口・愛媛・高知・福岡・長
崎・大分・宮崎・鹿児島

トリセツシリーズ ：山梨・長野・新潟・富山・福
井・岐阜・愛知・三重・和歌山・岡山・

鳥取・島根・山口・高知・香川・徳島・愛媛・
佐賀・熊本・大分・宮崎・鹿児島

アサンプション国際中学校高等学校　図書館



アサンプション国際中学校高等学校　図書館

仏検公式ガイドブック　
２級・準２級 2022年度版

仏検公式ガイドブック　
３級・４級・５級 2022年度版

その扉をたたく音

公益財団法人フランス語教育振興協会／編 公益財団法人フランス語教育振興協会／編 瀬尾まいこ／著

駿河台出版社　2022.4 駿河台出版社　2022.4 集英社　2021.2

学習参考書　850.7/F43 学習参考書　850.7/F43 913.6/Se76　課題図書高校の部

海を見た日 世界を救う１００歳老人 美女と野獣

M・G・ヘネシー／著 
杉田七重／訳

ヨナス・ヨナソン／著 
中村久里子／訳

ジャン・コクトー／脚本・監督 ジャン・マレー／主演 
ルプランス・ボーモン夫人／原作

鈴木出版　2021.5 西村書店　2019.7 アイ・ヴィー・シー　1946

933/H52　課題図書中学の部 949.6/J71 視聴覚資料　DVD　953.6/C82　寄贈

CNN　ENGLISH　EXPRESS 
2022.6

NATIONAL GEOGRAPHIC 2022.5 
日本版

カトリック生活 2022.6

ASAHI　PRESS　2022.6 日経ナショナルジオグラフィック社　2022.4 ドン・ボスコ社　2022.6

雑誌架　Z//2022 雑誌架　Z//2022 雑誌架　Z//2022

THE BIG ISSUE VOL.431 
日本版

大学への数学 2022.6 物理学とは何だろうか 上・下

朝永振一郎／著

ビッグイシュー日本　2022.5 東京出版　2022.5 岩波書店　1979.5，1979.11

先生方のオススメ本　Z//2022 学習参考書　Z//2022　館内閲覧用 進路小論文　黄//85，黄//86

発想法 改版
名画で読み解く

ハプスブルク家１２の物語
名画で読み解く

ブルボン王朝１２の物語

川喜田二郎／著 中野京子／著 中野京子／著

中央公論新社　2017.6 光文社　2008.8 光文社　2010.5

進路小論文　//136 光文社新書　//366 光文社新書　//463

名画で読み解く
ロマノフ家１２の物語

ケインズの逆襲、ハイエクの慧眼 日本経済図説 第五版

中野京子／著 松尾匡／著 宮崎勇，本庄真，田谷禎三／著

光文社　2014.7 PHP研究所　2014.11 岩波書店　2021.5

光文社新書　//707 PHP新書　//958　リクエスト 　進路小論文　//1878

異文化コミュニケーション学 法医学者の使命 万葉集に出会う

鳥飼玖美子／著 𠮷田謙一／著 大谷雅夫／著

岩波書店　2021.7 岩波書店　2021.8 岩波書店　2021.8

岩波新書　//1887 岩波新書　//1890 岩波新書　//1892

ユーゴスラヴィア現代史 新版 ヒトラー スペイン史１０講

柴宜弘／著 芝健介／著 立石博高／著

岩波書店　2021.8 岩波書店　2021.9 岩波書店　2021.9

岩波新書　//1893 岩波新書　//1895 岩波新書　//1896

ロボットと人間 江戸の学びと思想家たち 金融サービスの未来

石黒浩／著 辻本雅史／著 新保恵志／著

岩波書店　2021.11 岩波書店　2021.11 岩波書店　2021.12

岩波新書　//1901 岩波新書　//1903 岩波新書　//1904

人の心に働きかける経済政策 人権と国家 タリバン台頭

翁邦雄／著 筒井清輝／著 青木健太／著

岩波書店　2022.1 岩波書店　2022.2 岩波書店　2022.3

岩波新書　//1908 岩波新書　//1912 岩波新書　//1920

新着速報　　　　2022.7月号(6月受入れ分） - ②



アサンプション国際中学校高等学校　図書館

やさしく知りたい先端科学シリーズ３

シンギュラリテイ
やさしく知りたい先端科学シリーズ6

はじめてのAI
やさしく知りたい先端科学シリーズ2

ディープラーニング

神崎洋治／著 土屋誠司／著 谷田部卓／著

創元社　2018.11 創元社　2020.8 創元社　2018.3

007.1/Ko95 007.1/Ts32 007.1/Y66

やさしく知りたい先端科学シリーズ9

IOT　モノのインターネット
建築家になりたい君へ 成しとげる力

高安篤史／著 隈研吾／著 永守重信／著

創元社　2021.10 河出書房新社　2021.2 サンマーク出版　2021.11

007.3/Ta57 159/J99　課題図書高校の部 159.4/N15　寄贈

天地創造 都市からひもとく西アジア 残酷な王と悲しみの王妃

ディノ・デ・ラウレンティス／制作
 ジョン・ヒューストン／監督

守川知子／編 中野京子／著

フォックスホームエンターテイメントジャパン 1994 勉誠出版　2021.12 集英社　2010.10

視聴覚資料　193.1/L37　DVD 先生方のオススメ本　220/Mo51 288.4/N39

残酷な王と悲しみの王妃 2
今がわかる時代がわかる

世界地図　２０２２年版
歴史散歩便利帳

中野京子／著 成美堂出版編集部／編 野呂肖生／編

集英社　2015.10 成美堂出版　2022.1 山川出版社　2002.7

288.4/N39/2 進路小論文　290.3/Se17/2022 291/N96

滋賀県の歴史散歩 上　下 滋賀のトリセツ 民主主義の条件

滋賀県歴史散歩編集委員会／編 昭文社編集部／編 砂原庸介／著

山川出版社　2008.5 昭文社　2021.6 東洋経済新報社　2015.4

291/Y27/25-1，25-2 291.6/Sh95 先生方のオススメ本　309.1/Su73

ポケット六法 令和4年版
あなたとSDGｓをつなぐ
「世界を正しく見る」習慣

知識ゼロからわかるMMT入門
[現代貨幣理論]

佐伯仁志，大村敦志　他／編 原貫太／著 三橋貴明／著

有斐閣　2021.9 KADOKAWA　2021.12 経営科学出版　2019.7

参考図書　320.9/P71/2022 先生方のオススメ本　331/H31 337.1/Mi63　リクエスト

やさしく知りたい先端科学シリーズ4

フィンテック
節約・貯蓄・投資の前に

今さら聞けないお金の超基本
実力も運のうち

能力主義は正義か？

大平公一郎／著 坂本綾子／著 泉美智子／監修
マイケル・サンデル／著

 鬼澤忍／訳

創元社　2019.6 朝日新聞出版　2018.8 早川書房　2021.4

338/O29 先生方のオススメ本　338/Sa32 先生方のオススメ本　361.8/Sa62

名画に見る男のファッション 世界の台所探検
やさしく知りたい先端科学シリーズ1

ベイズ統計学

中野京子／著 岡根谷実里／著 松原望／著

角川書店　2014.3 青幻舎　2020.12 創元社　2017.12

383.1/N39 383.8/O44　 417/Ma73

SPring-８　持続可能な未来へ
 2022 第４版

やさしく知りたい先端科学シリーズ8

GIS地理情報システム
ダーウィン『種の起源』を

漫画で読む
国立研究開発法人理化学研究所

放射光科学研究センター
矢野桂司／著 チャールズ・ダーウィン／文

ニコル・レージャー・フラー／絵 夏目大／訳

理化学研究所放射光科学研究センター　2021.4 創元社　2021.8 いそっぷ社　2020.5

429/R41/2022　寄贈 448.9/Y58 先生方のオススメ本　467.5/D42

一流の頭脳 小林カツ代のおかずの基礎
やさしく知りたい先端科学シリーズ7

サブスクリプション
アンダース・ハンセン／著

御舩由美子／訳
小林カツ代／著 小宮紳一／著

サンマーク出版　2018.3 主婦の友社　1992.10 創元社　2020.10

491.3/H29 596/Ko12 675/Ko85

これで克服！ドラム演奏技法
ヘフリガー：日本の歌曲を歌う

１～３（ドイツ語訳による）
暗号学

柴田宏／著
エルンスト・ヘフリガー／テノール

イリナ・ニキーティナ／ピアノ
稲葉茂勝／著

ヤマハミュージックメディア　2005.1 東芝EMI　1992.10-1994.4 今人舎　2016.7

763.8/Sh49 視聴覚資料　767.3/H11/1-3　CD 教科のオススメ本　809.9/I51

新着速報　　　2022.6月号(5月受入れ分） - ①



アサンプション国際中学校高等学校　図書館

とっさに使える
カンタン接客英会話　CD付き

読んでわかる俳句
日本の歳時記　夏

エドウィン・ドルードの謎

佐野なおこ／著 宇多喜代子　他／編著
チャールズ・ディケンズ／著

 小池滋／訳

Ｊリサーチ出版　2016.3 小学館　2014.3 白水社　2014.4

837.8/Sa66 911.3/Sh95/2 933/D72

沈黙する教室 　１９５６年東ドイツ――自由の
ために国境を越えた高校生たちの真実の物語 ロシア原初年代記 新装版 日経サイエンス 2022.6

ディートリッヒ・ガルスカ／著
 大川珠季／訳

國本哲男・山口巌・中條直樹／訳

アルファベータブックス　2019.5 名古屋大学出版会　2022.4 日経サイエンス社　2022.6

946/G24 西洋文学この100冊　983/R89 雑誌架　Z//2022

大学への数学 2022.5
２０２３年（令和５年）入試対策用

全国短大進学ガイド
THE BIG ISSUE VOL.430

日本版

東京出版　2022.4 旺文社　2022.4 ビッグイシュー日本

学習参考書　Z//2022　館内閲覧 学習参考書　Z//2022　寄贈 先生方のオススメ本　Z//2022

英検２級まるごと問題集 休戦 余命１０年

吉塚弘／著 プリーモ・レーヴィ／著 小坂流加／著

高橋書店　2017.4 岩波書店　2010.9 文芸社　2017.5

学習参考書　参考書 岩波文庫　赤/717/1 先生方のオススメ本　/こ

残酷な王と悲しみの王妃 残酷な王と悲しみの王妃 2 危険な世界史　血族結婚篇

中野京子／著 中野京子／著 中野京子／著

集英社　2013.10 集英社　2019.12 KADOKAWA　2011.10

集英社文庫　/な 集英社文庫　/な 角川文庫　/な

雨降る森の犬 翔ぶ少女 新編　銀河鉄道の夜
五十九刷改版

馳星周／著 原田マハ／著 宮沢賢治／著

集英社　2020.9 ポプラ社　2016.4 新潮社　2012.4

集英社文庫　/は　リクエスト ポプラ文庫　/は　リクエスト 新潮文庫　/み　リクエスト

物理講義 旅人 とある物理学者の回想
改版

グレート・ギャツビー
七十五刷改版

湯川秀樹／著 湯川秀樹／著
フィツジェラルド／著

野崎孝／訳

講談社　1977.10 KADOKAWA　2011.1 新潮社　2010.5

講談社学術文庫　/ゆ 先生方のオススメ本　/ゆ 新潮文庫　/フ　リクエスト

ジャン・クリストフ （一）～（四） 絵で見るパリモードの歴史
ロスチャイルド家の
上流マナーブック

ロマン・ロラン／著
新庄嘉章／訳

アルベール・ロビダ／著
北澤真木／訳

ナディーヌ・ロスチャイルド／著
 伊藤緋紗子／訳

新潮社　1969.10 講談社　2007.1 光文社　1998.2

新潮文庫　/ロ/1-4 講談社学術文庫　/ロ 知恵の森文庫　/ロ

最強脳
名画で読み解く

イギリス王家１２の物語
名画で読み解く

プロイセン王家１２の物語
アンデシュ・ハンセン／著

久山葉子／訳
中野京子／著 中野京子／著

新潮社　2021.11 光文社　2017.10 光文社　2021.5

新潮新書　//930 光文社新書　//907 光文社新書　//1131

美貌の人
歴史に名を刻んだ顔

美貌の人 2
時空を超えて輝く

中野京子／著 中野京子／著

PHP研究所　2018.6 PHP研究所　2021.8

PHP新書　//1145 PHP新書　//1270 2022.5.27

新着速報　　　　2022.6月号(5月受入れ分） - ②
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モーリー №54
フットパスの歩き方

世界を動かす変革の力
ﾌﾞﾗｯｸ･ﾗｲﾌﾞｽﾞ･ﾏﾀｰ共同代表からのﾒｯｾｰｼﾞ

2019年版開発協力白書
日本の国際協力

アリシア・ガーザ／著
人権学習コレクティブ／監訳

外務省　／編

北海道新聞野生生物基金 　2019.12 明石書店　2021.1 全国官報販売協同組合　2020.4

291.1/H82/2019.12 316.8/G24 白書・統計　319/G15/2019　寄贈

2020年版開発協力白書
日本の国際協力

みんなで考えよう18歳成人
大人になるってどういうこと？

ロンドン成り行き半生記
自費留学生から弁護士になるまで

外務省　／編 神内聡／著 宮嶌満江／著

全国官報販売協同組合　2021.4 くもん出版　2022.1 トランスワールドジャパン　2012.6

白書・統計　319/G15/2020　寄贈 324.1/J52 327.1/Mi75

OECD幸福度白書 ５ 令和３年版　男女共同参画白書 図表でみる教育 ２０２０年版

OECD（経済協力開発機構）／編著
 西村美由起／訳

内閣府男女共同参画局／編
経済協力開発機構（OECD）／編著

矢倉美登里　他／翻訳

明石書店　2021.1 内閣府　2021.6 明石書店　2020.12

白書・統計　361.9/Ke29　寄贈 白書・統計　367/N96　寄贈 白書・統計　370/Ke29/2020　寄贈

大学への数学　入試への軌跡
2021年10月臨時増刊号

楽しい鉱物図鑑 新装版 楽しい鉱物図鑑 ②

東京出版編集部／編 堀秀道／著 堀秀道／著

東京出版　2021.9 草思社　1993.6 草思社　1997.4

学習参考書　410.7/To46/2021.10 先生方のオススメ本　459/H87 先生方のオススメ本　459/H87/2

モーリー №53
要注意生物！

モーリー №55
生物の相互作用

モーリー №56
辻井達一の世界

北海道新聞野生生物基金　2019.9 北海道新聞野生生物基金　2020.6 北海道新聞野生生物基金　2020.12

462.1/H82/2019.9 462.1/H82/2020..6 472.1/H82/2020..12

モーリー №57
北海道に棲む小動物

モーリー №58
湿原の神タンチョウ

となりの野生ヒグマ
モーリー特別増刊

北海道新聞野生生物基金，
北海道新聞社／編

北海道新聞野生生物基金　2021.6 北海道新聞野生生物基金　2021.12 北海道新聞社　2019.3

481.7/H82/2021.6 488.5/H82/2021.12 489.5/H82

家族のためのユマニチュード
“ その人らしさ”を取り戻す、優しい認知症ケア

ユマニチュード入門
メディカルスタッフのための
基礎からわかる人間関係論

イヴ・ジネスト， ロゼット・マレスコッティ
本田美和子／著

本田美和子，イヴ・ジネスト，
 ロゼット・マレスコッティ／著

山蔦圭輔，本田周二／著

誠文堂新光社　2018.8 医学書院　2014.6 南山堂　2021.5

492.9/G46 進路小論文　492.9/H84 進路小論文　498.14/Y45

環境白書 令和３年版 環境経済学 モーリー №52
自然再生

環境省／編
スティーヴン・スミス／著

 若林茂樹／訳

全国官報販売協同組合　2021.6 白水社　2021.3 北海道新聞野生生物基金　2019.6

白書・統計　519/Ka56/2021　寄贈 進路小論文　519/Sm4 519/T82/2019.6

令和３年版
食料・農業・農村白書

多聴多読マガジン 2022.4月号 村上海賊の娘 上・下

農林水産省／編 和田竜／著

全国官報販売協同組合　2021.6 コスモピア　2022.3 新潮社　2013.1

白書・統計　610/N96　寄贈 雑誌架　830.7/Ko88/2022 913.6/Mu43/1-2　寄贈

地底旅行 ウクライナの心
ウクライーンカの詩劇・スコヴォロダの寓話

THE BIG ISSUE VOL.428
日本版

ジュ－ル・ヴェルヌ／作
 石川湧，石川布美／訳

中澤英彦，インナ・ガジェンコ／編訳
 ヴァイオレッタ・ウドヴィグ／編集協力

偕成社　1993.8 発行：ドニエプル出版　2021.12 ビッグイシュー日本　2022.4

中・必読本　953.6/V62 989.4/N46 先生方のオススメ本　Z//2022

THE BIG ISSUE VOL.429
日本版

CNN　ENGLISH　EXPRESS
2022.4

CNN　ENGLISH　EXPRESS
2022.5

ビッグイシュー日本　2022.4 ASAHI　PRESS　2022.4 ASAHI　PRESS　2022.5

先生方のオススメ本　Z//2022 雑誌架　Z//2022 雑誌架　Z//2022

新着速報　　　2022.5月号(4月受入れ分） - ①



アサンプション国際中学校高等学校　図書館

外交 Vol.72（2022.3-4） 日経サイエンス 2022.5 カトリック生活 2022.5

「外交」編集委員会／編

外務省／発行　都市出版／発売 2022.3 日経サイエンス社 2022.5 ドン・ボスコ社 2022.5

雑誌架　Z//2022 雑誌架　Z//2022 雑誌架　Z//2022

NATIONAL GEOGRAPHIC
2022.4 日本版

大学への数学 2022.4
２０２３年（令和５年）入試対策用

全国大学　学部・学科案内号

日経ナショナルジオグラフィック社 2022.3 東京出版 2022.3 旺文社 2022.3

雑誌架　Z//2022 学習参考書　Z//2022 学習参考書　Z//2022　寄贈

わからないをわかるにかえる
英検２級

全問ヒントつきでニガテでも
解ける中学国語文法

中学国語  文法・漢字・古典・読解
新指導要領準拠版

学研プラス／編 数研出版編集部／編

文理　2022.3 学研プラス　2018.11 数研出版　2021.3

学習参考書　参考書 学習参考書　参考書 学習参考書　参考書

白銀の墟　玄の月 （一）-（四） 丕緒の鳥 日本百名山 四十六刷改版

小野不由美／著 小野不由美／著 深田久弥／著

新潮社　2019.10-11 新潮社　2013.7 新潮社　2003.4

新潮文庫　/お/1-4　リクエスト 新潮文庫　/お　リクエスト 先生方のオススメ本　/ふ

沈黙の春 六十二刷改版

レイチェル・カーソン／著
青木簗一／訳

新潮社　2004.6 教学社編集部／編　教学社　2020,2021 教学社編集部／編　教学社　2020,2021

高・挑戦本　/カ 学習参考書　参考書　寄贈　貸出不可 学習参考書　参考書　寄贈　貸出不可

教学社編集部／編　教学社　2020,2021

学習参考書　参考書　寄贈　貸出不可

2022.4.28

新着速報　　　　2022.5月号(4月受入れ分） - ②

甲南大学　 総合・推薦＋一般 2022年版

神戸松陰女子学院大学
総合・推薦＋一般 2022年版

神戸女学院大学 　  2021年版

関西外国語大学
関西外国語大学短期大学部
　 総合・推薦＋一般 2022年版，2021年版

近 畿大学　近畿大学短期大学部
一般入試前期 2022年版

大阪経済法科大学 総合・推薦＋一般 2022年版

大阪工業大学 　 総合・推薦＋一般 2022年版

関西大学　理系 　 一般 2022年版

京都ノートルダム大学 総合・推薦＋一般 2022年版

＊赤本は館内閲覧用で、貸出しはできません。



アサンプション国際中学校高等学校　図書館

マザー・テレサ　スペシャルBOX
マイダン革命はなぜ起こったか

第２版
クリミア問題徹底解明

ファブリッツィオ・コスタ／監督
オリビア・ハッセー／主演

岡部芳彦／著
日本ウクライナ文化交流協会／企画・編集

中津孝司／著
日本ウクライナ文化交流協会／企画・編集

 発売元：東芝エンタテインメント　2003 発行：ドニエプル出版　発売：新風書房 2019.10 発行：ドニエプル出版　発売：新風書房 2014.9

視聴覚資料 DVD　197/C88/1-3　リクエスト ブックレット 302.386/O37 ブックレット 319.386/N43

日本一やさしい法律の教科書 高校生からの法学入門
僕らが生きているよのなかの

しくみは「法」でわかる

品川皓亮／著 佐久間毅／監修 中央大学法学部／編 遠藤研一郎／著

日本実業出版社 　2011.10 中央大学出版部　2016.7 大和書房　2019.6

320/Sh58　寄贈 321/C66　寄贈 321/E59　寄贈

年金のひみつ
まんがでわかる

理科系の作文技術
大学への数学　入試数学の基礎徹底

2022年3月臨時増刊号

マンガデザイナーズラボ／まんが
ウィルこども知育研究所/構成・文

木下是雄／原作
久間月慧太郎／作画

東京出版編集部／編

発行：厚生労働省　2022.2 中央公論新社　2018.1 東京出版　2022.2　

　364.6/G16　寄贈 407/Ki46　寄贈 学習参考書　410.7/To46/2022.3

1日1分見るだけで
目がよくなる２８のすごい写真

きものSALON 2022春夏号 朝日新聞記者の２００字文章術

林田康隆／著 真田正明／著

アスコム　2017.3 世界文化社　2022.4 さくら舎　2021.11

496.4/H48　寄贈 593.1/Se22　寄贈 816/Sa61　寄贈

ゆっくりていねい英会話 第２版
群青の海

ある被爆者の最後の一年
カトリック生活 2022.3

杉本正宣／著 森成人／著

秀和システム　2020.3 さんこう社　2020.12 ドン・ボスコ社　2022.3

837.8/Su38 913.6/Mo4/3　寄贈 雑誌架　Z//2022

カトリック生活 2022.4
THE BIG ISSUE VOL.425

日本版
THE BIG ISSUE VOL.426

日本版

ドン・ボスコ社　2022.4 ビッグイシュー日本　2022.2 ビッグイシュー日本　2022.3

雑誌架　Z//2022 先生方のオススメ本　Z//2022 先生方のオススメ本　Z//2022

THE BIG ISSUE VOL.427
日本版

大学への数学 2022.3
NATIONAL GEOGRAPHIC

2022.3 日本版

ビッグイシュー日本　2022.3 東京出版　2022.2 日経ナショナルジオグラフィック社　2022.2

先生方のオススメ本　Z//2022 学習参考書　Z//2022 雑誌架　Z//2022

日経サイエンス 2022.4 平和をつくるを仕事にする たちどまって考える

鬼丸昌也／著 ヤマザキマリ／著

日経サイエンス社　2022.4 筑摩書房　2018.3 中央公論新社　2020.9

雑誌架　Z//2022 ちくまプリマー新書　//295　寄贈 中公新書クラレ　//699　寄贈

クール・ジャパン！？ 悩む力

鴻上尚史／著 姜尚中／著

講談社　2015.4 集英社　2008.5

講談社現代新書　//2309　寄贈 集英社新書　//0444　寄贈

２０２２．４．１

新着速報　　　2022.4月号(3月受入れ分） - ①



アサンプション国際中学校高等学校　図書館

変化する社会とともに歩む
学校図書館

自分を変えたい
殻を破るためのヒント

ヨーロッパ史入門
原形から近代への胎動

野口武悟／編著 宮武久佳／著

勉誠出版　2021.4 岩波書店　2021.12 岩波書店　2021.12

017/L61　寄贈 岩波ジュニア新書　081/IJ/944 岩波ジュニア新書　081/IJ/945

群書解題 第１巻-第１３巻 弁護士になるには トランスジェンダーのリアル

続群書類従完成会 飯島一孝／著
小野アンリ・遠藤まめた

河上リサ・松尾亜紀子／編集

続群書類従完成会　1960.5～1988.5 ぺりかん社　2021.10 「トランスジェンダーのリアル」制作委員会　2021.9

208/G94/1-13 366.2/N53/21 人権問題　367.9/To66　寄贈

作業療法実践の理論
原書第４版

毛筆書写技能検定
公式テキスト

硬筆書写技能検定
公式テキスト

ギャーリー・キールホフナー／著
山田孝／監訳 石井良和　他／訳

一般財団法人
日本書写技能検定協会／編集

一般財団法人
日本書写技能検定協会／編集

医学書院　2014.9 日本能率協会マネジメントセンター　2021.2 日本能率協会マネジメントセンター　2021.2

493.7/Ki14 学習参考書　728/N77　リクエスト 学習参考書　728/N77　リクエスト

草書の覚え方ハンドブック
新装版

漢検　準１級　分野別　精選演習
漢検　１／準１級　過去問題集

2021年度版

西村翠晃／著
公益財団法人

　日本漢字能力検定協会
公益財団法人

　日本漢字能力検定協会

日貿出版社　2006.7 日本漢字能力検定協会　2020.3 日本漢字能力検定協会　2021.3

728/N84　リクエスト 学習参考書　811.2/N77　リクエスト 学習参考書　811.2/N77　リクエスト

６０歳からのカタカナでも
ネイティブにいちばん通じる英会話

暁の宇品
陸軍船舶司令官たちのヒロシマ

Moby - Dick or The Whale

杉本正宣／著 堀川惠子／著 Herman Melville

PHP研究所　2021.11 講談社　2021.7 Amazon. co. Jp　2021

837.8/Su38 916/H89　リクエスト 洋書　933/Me37

《クレオール》な詩人たち 老子 天のシーソー

恒川邦夫／著 蜂屋邦夫／訳注 安東みきえ／著

思潮社　2011.4 岩波書店　2008.12 ポプラ社　2012.9

958.9/Ts77 岩波文庫　青/205/1　リクエスト ポプラ文庫ピュアフル　/あ　寄贈

多聴多読マガジン 2月号 文藝春秋 2022.3
THE BIG ISSUE VOL.424

日本版

コスモピア　2022.1 文藝春秋　2022.3 ビッグイシュー日本　2022.1

雑誌架　830.7/Ko88/2022 918/B89/2022 先生方のオススメ本　Z//2022

大学への数学 2022.1 大学への数学 2022.2 日経サイエンス 2022.2

東京出版　2021.12 東京出版　2022.1 日経サイエンス社　2022.2

学習参考書　Z//2022 学習参考書　Z//2022 雑誌架　Z//2022

日経サイエンス 2022.3
CNN　ENGLISH　EXPRESS

2022.2
CNN　ENGLISH　EXPRESS

2022.3

日経サイエンス社　2022.3 ASAHI　PRESS　2022.2 ASAHI　PRESS　2022.3

雑誌架　Z//2022 雑誌架　Z//2022 雑誌架　Z//2022

外交 Vol.71（2022.1-2）
NATIONAL GEOGRAPHIC

2022.2 日本版

「外交」編集委員会／編

外務省／発行　都市出版／発売　2022.1 日経ナショナルジオグラフィック社　2022.1

雑誌架　Z//2022 雑誌架　Z//2022

２０２２．２.２８
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