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

やさしく知りたい先端科学シリーズ３

やさしく知りたい先端科学シリーズ6

やさしく知りたい先端科学シリーズ2

シンギュラリテイ

はじめてのAI

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

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

創元社 2019.6

朝日新聞出版 2018.8

マイケル・サンデル／著
鬼澤忍／訳
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

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

IOT モノのインターネット

ベイズ統計学

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

ダーウィン『種の起源』を
漫画で読む

GIS地理情報システム

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

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

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

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
サンマーク出版 2018.3

小林カツ代／著

小宮紳一／著

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

ヤマハミュージックメディア 2005.1

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
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

柴田宏／著

稲葉茂勝／著

新着速報

2022.6月号(5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

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

佐野なおこ／著

宇多喜代子 他／編著

Ｊリサーチ出版 2016.3

小学館 2014.3

チャールズ・ディケンズ／著
小池滋／訳
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

ロシア原初年代記 新装版

日経サイエンス 2022.6

ために国境を越えた高校生たちの真実の物語

ディートリッヒ・ガルスカ／著
大川珠季／訳
アルファベータブックス 2019.5

エドウィン・ドルードの謎

國本哲男・山口巌・中條直樹／訳
名古屋大学出版会 2022.4

日経サイエンス社 2022.6

西洋文学この100冊 983/R89

雑誌架 Z//2022

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

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

旅人 とある物理学者の回想

グレート・ギャツビー

改版

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

946/G24

大学への数学 2022.5

物理講義

美貌の人

美貌の人 2

歴史に名を刻んだ顔

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

新編 銀河鉄道の夜
五十九刷改版

2022.5.27

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

モーリー №54

世界を動かす変革の力

2019年版開発協力白書
日本の国際協力

フットパスの歩き方

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

北海道新聞野生生物基金 2019.12

アリシア・ガーザ／著
人権学習コレクティブ／監訳
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

ロンドン成り行き半生記

大人になるってどういうこと？

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
明石書店 2021.1

外務省 ／編

内閣府 2021.6

経済協力開発機構（OECD）／編著
矢倉美登里 他／翻訳
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

内閣府男女共同参画局／編

モーリー №53

モーリー №55

モーリー №56

要注意生物！

生物の相互作用

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

モーリー №58

となりの野生ヒグマ

北海道に棲む小動物

湿原の神タンチョウ

モーリー特別増刊

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

北海道新聞野生生物基金，
北海道新聞社／編
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

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

“ その人らしさ”を取り戻す、優しい認知症ケア

誠文堂新光社 2018.8

本田美和子，イヴ・ジネスト，
ロゼット・マレスコッティ／著
医学書院 2014.6

492.9/G46

進路小論文 492.9/H84

環境白書 令和３年版

環境経済学

イヴ・ジネスト， ロゼット・マレスコッティ
本田美和子／著

山蔦圭輔，本田周二／著
南山堂 2021.5
進路小論文 498.14/Y45

モーリー №52
自然再生

全国官報販売協同組合 2021.6

スティーヴン・スミス／著
若林茂樹／訳
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

環境省／編

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

ウクライナの心

THE BIG ISSUE VOL.428
日本版

地底旅行

ウクライーンカの詩劇・スコヴォロダの寓話

ジュ－ル・ヴェルヌ／作
石川湧，石川布美／訳
偕成社 1993.8

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

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） - ②
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

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

「外交」編集委員会／編

白銀の墟 玄の月 （一）-（四）

丕緒の鳥

新指導要領準拠版

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 リクエスト

先生方のオススメ本 /ふ
関西外国語大学
関西外国語大学短期大学部

新潮文庫 /お/1-4 リクエスト

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
高・挑戦本 /カ

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

総合・推薦＋一般 2022年版，2021年版

京都ノートルダム大学 総合・推薦＋一般 2022年版

近 畿大学 近畿大学短期大学部

教学社編集部／編 教学社 2020,2021

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

学習参考書 参考書 寄贈 貸出不可

一般入試前期 2022年版

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

＊赤本は館内閲覧用で、貸出しはできません。

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
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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

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

中津孝司／著

日本ウクライナ文化交流協会／企画・編集

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
発行：厚生労働省 2022.2

木下是雄／原作
久間月慧太郎／作画
中央公論新社 2018.1

364.6/G16 寄贈

1日1分見るだけで
目がよくなる２８のすごい写真

東京出版編集部／編
東京出版 2022.2

407/Ki46 寄贈

学習参考書 410.7/To46/2022.3

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

2022.3月号(2月受入れ分）
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

ヨーロッパ史入門

殻を破るためのヒント

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
医学書院 2014.9

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

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

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

日貿出版社 2006.7

公益財団法人
日本漢字能力検定協会
日本漢字能力検定協会 2020.3

公益財団法人
日本漢字能力検定協会
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

草書の覚え方ハンドブック
新装版
西村翠晃／著

「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
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