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分野 書名 叢書名等 著者名 出版社名

意思決定
後悔を活かす心理学　成長と成功を導く意思決定
と対処法

中公新書 上市／秀雄∥著 中央公論新社

人生訓-青年 やりたいことが見つからない君へ
小学館
YouthBooks

坪田／信貴∥著 小学館

日本史学 歴史をなぜ学ぶのか SB新書 本郷／和人∥著 SBクリエイティブ

日本-歴史 教科書には載らない日本史の秘密 祥伝社新書 古川／愛哲∥〔著〕 祥伝社

日本-歴史-鎌
倉時代

鎌倉殿と13人の合議制 河出新書 本郷／和人∥著 河出書房新社

旅行案内 世界の美しい島100
パイインターナショ
ナル

社会科学 コロナ後の未来 文春新書
ユヴァル・ノア・ハラリ∥
〔著〕

文藝春秋

日本-外国関係-アメリカ
合衆国-歴史

ウクライナ紛争歴史は繰り返す　戦争と革命を仕
組んだのは誰だ

WAC BUNKO 馬渕／睦夫∥著 ワック

女性-日本 東大女子という生き方 文春新書 秋山／千佳∥著 文藝春秋

重力
16歳からの相対性理論　アインシュタインに挑む
夏休み

ちくまプリマー
新書

佐宮／圭∥著 筑摩書房

天文学 世界でいちばん素敵な夜空の教室
多摩六都科学館天文チーム∥
監修

三才ブックス

睡眠
睡眠　眠りのしくみがスッキリわかる!史上最高の
睡眠の教科書!!

ニュートン式超図
解最強に面白い!!

柳沢/正史∥監修 ニュートンプレス

新型コロナウ
イルス感染症

誰も書けない「コロナ対策」のA級戦犯 宝島社新書 木村／盛世∥著 宝島社

カーボンオフ
セット

みんなで考える脱炭素社会　ビジュアル解説 松尾／博文∥著
日経BP日本経済新聞
出版本部

自然遺産
世界自然遺産でたどる美しい地球　地形・地質・
地層で読み解くビジュアル地球史

高木／秀雄∥監修 新星出版社

菓子 絵本のお菓子 momo book 太田／さちか∥〔著〕 マイルスタッフ

撮影(写真) エモくて映(ば)える写真を撮る方法 Ｌｏｖｅｇｒａｐｈ∥著 KADOKAWA

音楽-作曲
誰も教えたがらない!キャッチーなメロディの極意48
超ヒット曲に学ぶシンプルな作曲のメカニズム

割田／康彦∥著
リットーミュージッ
ク

日本-小説 六法推理 五十嵐／律人∥著 KADOKAWA

日本-小説 マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂／幸太郎∥著 幻冬舎

日本-小説 砂嵐に星屑 一穂／ミチ∥著 幻冬舎

日本-小説 幸村を討て 今村／翔吾∥著 中央公論新社

日本-小説 香君 上 西から来た少女 上橋／菜穂子∥著 文藝春秋

日本-小説 香君 下 遥かな道 上橋／菜穂子∥著 文藝春秋

日本-小説 愛がなんだ 角川文庫 角田／光代∥〔著〕 角川書店

日本-小説 Presents 双葉文庫 角田／光代∥小説 双葉社

日本-小説 学校の青空 河出文庫 角田／光代∥著 河出書房新社

日本-小説 あの夏が飽和する。 カンザキ／イオリ∥著 河出書房新社

日本-小説 死刑にいたる病 ハヤカワ文庫 JA 櫛木／理宇∥著 早川書房

日本-小説 ルームメイトと謎解きを 楠谷／佑∥著 ポプラ社

日本-小説 君の名前の横顔 河野／裕∥著 ポプラ社

日本-小説 虚構推理 講談社タイガ 城平／京∥著 講談社

日本-小説 夏の体温 瀬尾／まいこ∥著 双葉社

日本-小説 今日のハチミツ、あしたの私 ハルキ文庫 寺地／はるな∥著 角川春樹事務所

日本-小説 マスカレード・ゲーム 東野／圭吾∥著 集英社

日本-小説 千歳くんはラムネ瓶のなか　6.5 ガガガ文庫 裕夢∥〔著〕 小学館

日本-小説 告白 中公文庫 町田／康∥著 中央公論新社

新着図書紹介 ６月号



日本-小説 ビブリア古書堂の事件手帖　3　扉子と虚ろな夢
メディアワーク
ス文庫

三上／延∥〔著〕 KADOKAWA

日本-小説 小説・夏目友人帳〔2〕たまゆらの家
花とゆめコミッ
クススペシャル

緑川／ゆき∥原作 白泉社

日本-小説 小説・夏目友人帳〔3〕うつせみに結ぶ
花とゆめコミッ
クススペシャル

緑川／ゆき∥原作 白泉社

日本-小説 死にたがりの完全犯罪と部屋に降る七時前の雨 TO文庫 山吹／あやめ∥著 TOブックス

日本-小説 チョウセンアサガオの咲く夏 柚月／裕子∥著 KADOKAWA

手記-強迫性障害
高校生のわたしが精神科病院に入り自分のなかの
神様とさよならするまで

MF comic
essay

もつお∥著 KADOKAWA

中国-小説 三体 劉／慈欣∥著 早川書房

中国-小説 三体　黒暗森林 2　上・下 劉／慈欣∥著 早川書房

英米文学-小説
-20世紀

夏への扉 ハヤカワ文庫 SF ロバート・Ａ・ハインライン∥著 早川書房

スペイン文学 アウシュヴィッツの図書係 アントニオ・Ｇ・イトゥルベ∥著 集英社

※SSH関連本

物理化学 アトキンス物理化学入門
Ｐｅｔｅｒ　Ａｔｋｉｎｓ∥
著

東京化学同人

分子軌道法 分子軌道法　定性的MO法で化学を考える 友田／修司∥著 東京大学出版会

熱化学 熱力学要論　分子論的アプローチ
Ｒｏｂｅｒｔ　Ｍ．Ｈａｎｓ
ｏｎ∥著

東京化学同人

無機化学 はじめて学ぶ大学の無機化学 三吉／克彦∥著 化学同人

有機化学 ウォーレン有機化学　上・下 Ｊ．ＣＬＡＹＤＥＮ∥著 東京化学同人

有機化学 マクマリー有機化学概説
ＪＯＨＮ　ＭｃＭＵＲＲＹ∥
著

東京化学同人

有機化学 ビギナーズ有機化学 川端／潤∥著 化学同人

地学 地学（3冊） 啓林館

地学 地学基礎（3冊） 啓林館

地学 地学図録　フォトサイエンス（3冊） 数研出版編集部∥編 数研出版

地球 トコトンやさしい地球科学の本 B&Tブックス 地球科学研究会∥編著 日刊工業新聞社

地球科学 観察でわかる中学理科の地学
実践ビジュアル
教科書

福地／孝宏∥著 誠文堂新光社

気象
図説ひと目でわかる天文・気象の本　不思議がわ
かるお天気の玉手箱

河合／薫∥著 日東書院

地層 地層のきほん　見方のポイントがよくわかる 目代／邦康∥著 誠文堂新光社

二酸化炭素-排
出抑制

脱炭素革命への挑戦　世界の潮流と日本の課題
SDGs時代の環境
問題最前線

堅達／京子∥著 山と溪谷社

廃棄物処理
脱プラスチックへの挑戦　持続可能な地球と世界
ビジネスの潮流

SDGs時代の環境
問題最前線

堅達／京子∥著 山と溪谷社

※読書感想文課題図書

鯨 クジラの骨と僕らの未来
世界をカエル10
代からの羅針盤

中村／玄∥著 理論社

建築家 建築家になりたい君へ 14歳の世渡り術 隈／研吾∥著 河出書房新社

日本-小説 その扉をたたく音 瀬尾／まいこ∥著 集英社

※継続図書　おすすめ図書

情報検索
プロ司書の検索術　「本当に欲しかった情報」の
見つけ方

図書館サポート
フォーラムシ
リーズ

入矢／玲子∥著 日外アソシエーツ

年鑑 世界年鑑　2022 共同通信社∥編著 共同通信社

新聞 朝日新聞縮刷版2022　令和4年4月号・5月号 朝日新聞社∥編 朝日新聞社

新聞
福井新聞縮刷版2022　令和4年4月号・5月号
（DVD）

福井新聞社∥編 福井新聞社

日本思想-歴史-
1868～1945

高校生のための人物に学ぶ日本の思想史
シリーズ・16歳
からの教養講座

佐伯／啓思∥編著 ミネルヴァ書房

西田/幾多郎 西田幾多郎の哲学　物の真実に行く道 岩波新書 新赤版 小坂／国継∥著 岩波書店



カウンセリン
グ

10代のための疲れた心がラクになる本　「敏感す
ぎる」「傷つきやすい」自分を好きになる方法

長沼／睦雄∥著 誠文堂新光社

人生訓
怠けてるのではなく、充電中です。　昨日も今日
も無気力なあなたのための心の充電法

ダンシングスネイル∥著 CCCメディアハウス

人生訓
世界の「頭のいい人」がやっていることを1冊にま
とめてみた

中野／信子∥著 アスコム

仏教 大乗仏教　ブッダの教えはどこへ向かうのか NHK出版新書 佐々木／閑∥著 NHK出版

ラテン・アメリカ
-歴史-16世紀 インディアスの破壊についての簡潔な報告 岩波文庫 ラス・カサス∥著 岩波書店

津田/梅子 津田梅子　明治の高学歴女子の生き方 平凡社新書 橘木／俊詔∥著 平凡社

社会科学
属国民主主義論　この支配からいつ卒業できるの
か

朝日文庫 内田／樹∥著 朝日新聞出版

日本－政治・
行政－歴史

高校生のための人物に学ぶ日本の政治経済史
シリーズ・16歳
からの教養講座

猪木／武徳∥編著 ミネルヴァ書房

人種差別-歴史 人種主義の歴史 岩波新書 新赤版 平野／千果子∥著 岩波書店

官僚-日本 職業としての官僚 岩波新書 新赤版 嶋田／博子∥著 岩波書店

少年法 少年のための少年法入門 山下／敏雅∥監修 旬報社

外交官 外交官になるには
なるには
BOOKS

飯島／一孝∥著 ぺりかん社

統計学 データ分析読解の技術 中公新書ラクレ 菅原／琢∥著 中央公論新社

入学試験-大学 人間科学部　中高生のための学部選びガイド
なるには
BOOKS

大岳／美帆∥著 ぺりかん社

京都大学大学
院理学研究科

京大式サイエンスの創り方　狙ってもできないこ
とがある

京都大学大学院理学研究科ＭＡＣＳ教
育プログラム実行委員会∥編 京都大学学術出版会

日米地位協定
日米地位協定の現場を行く　「基地のある街」の
現実

岩波新書 新赤版 山本／章子∥著 岩波書店

科学-日本-歴
史

高校生のための人物に学ぶ日本の科学史
シリーズ・16歳
からの教養講座

池内／了∥編著 ミネルヴァ書房

火山岩 軽石　海底火山からのメッセージ 加藤／祐三∥著 八坂書房

発生学
進化の謎をとく発生学　恐竜も鳥エンハンサーを
使っていたか

岩波ジュニア新
書

田村／宏治∥著 岩波書店

世界戦争(1939～
1945)-会戦-ロシア 戦争は女の顔をしていない　１～3

スヴェトラーナ・アレクシ
エーヴィチ∥原作

KADOKAWA

声優 声優になるには
なるには
BOOKS

山本／健翔∥著 ぺりかん社

翻訳者 『その他の外国文学』の翻訳者 白水社編集部∥編 白水社

漢字 漢字ハカセ、研究者になる
岩波ジュニア新
書

笹原／宏之∥著 岩波書店

日本語-辞書 国語辞典を食べ歩く サンキュータツオ∥著 女子栄養大学出版部

日本語-方言 新・方言学を学ぶ人のために 徳川／宗賢∥編 世界思想社

英語
ひらめき!英語迷言教室　ジョークのオチを考えよ
う

岩波ジュニア新
書

右田／邦雄∥著 岩波書店

文法 超入門!現代文学理論講座
ちくまプリマー
新書

亀井／秀雄∥監修 筑摩書房

和歌-評釈 和歌文学大系　31　後撰和歌集 久保田／淳∥監修 明治書院

日本-小説
往復書簡　初恋と不倫　不帰の初恋、海老名SA/
カラシニコフ不倫海峡

坂元／裕二∥著 リトルモア

日本-小説 冬の朝、そっと担任を突き落とす 新潮文庫 白河／三兎∥著 新潮社

日本-小説 教育 遠野／遥∥著 河出書房新社

日本-小説 空にピース 藤岡／陽子∥著 幻冬舎

日本小説-小説
集

卒業　桜舞う春に、また君と
スターツ出版文
庫

汐見／夏衛∥著 スターツ出版

英米文学-小説
-18-19世紀

黒猫 角川文庫
エドガー・アラン・ポー∥
〔著〕

KADOKAWA

英米文学-小説
-18-19世紀

モルグ街の殺人 角川文庫
エドガー・アラン・ポー∥
〔著〕

KADOKAWA


