
NO. 書名 著者名 出版者 出版年

1
世にも奇妙な博物館
未知と出会う５５スポット

丹治俊樹 著
みらいパブリッ
シング

2021

2 光をくれた犬たち 盲導犬の一生 今西乃子 著 金の星社 2017

3
星空を届けたい
出張プラネタリウム、はじめました！

高橋真理子 文 ほるぷ出版 2018

4 ぼくは恐竜探検家！ 小林快次 著 講談社 2018

5
さばの缶づめ、宇宙へいく
鯖街道を宇宙へつなげた高校生たち

小坂康之 著 イースト・プレス 2022

6 なくなりそうな世界のことば 吉岡乾 著 創元社 2017

7 民王 シベリアの陰謀 池井戸潤 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021

8 公共図書館を育てる 永田治樹 著 青弓社 2021

9 「感動ポルノ」と向き合う 1058 好井裕明 著 岩波書店 2022

10 東京オリンピック始末記 1057 小笠原博毅 著 岩波書店 2022

11
生きのびるための「失敗」入門
（１４歳の世渡り術）

雨宮処凜 著 河出書房新社 2022

12 旧約聖書人物図鑑 山我哲雄 監修 東京書店 2021

13 イラストで読む 新約聖書の物語と絵画 杉全美帆子 著 河出書房新社 2021

14
モルディブを知るための３５章
（エリア・スタディーズ １８６）

荒井悦代 編著 明石書店 2021

15 コロナ時代の選挙漫遊記 畠山理仁 著 集英社 2021

16 戦争は女の顔をしていない ２ 小梅けいと 作画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020

17
エフォートレス思考
努力を最小化して成果を最大化する

グレッグ・マ
キューン 著

かんき出版 2021

18 ７秒で好かれる人になるコツと、小さな習慣 藤村純子 著 主婦の友社 2022

19
大人になったらしたい仕事
「好き」を仕事にした３５人の先輩たち

朝日中高生新
聞編集部 編著

朝日学生新聞社 2017

20
大人になったらしたい仕事
「好き」を仕事にした３５人の先輩たち ２

朝日中高生新
聞編集部 編著

朝日学生新聞社 2018

21
大人になったらしたい仕事
「好き」を仕事にした３５人の先輩たち ３

朝日中高生新
聞編集部 編著

朝日学生新聞社 2019

22
わたしは「セロ弾きのゴーシュ」
中村哲が本当に伝えたかったこと

中村哲 著 ＮＨＫ出版 2021

23
介護福祉士になるには
（なるにはBOOKS １００）

渡辺裕美 編著 ぺりかん社 2022

24
社会保険労務士になるには
（なるにはBOOKS ６３）

池田直子 著 ぺりかん社 2021

25 食を考える 佐藤洋一郎 著 福音館書店 2012

26 僕とアリスの夏物語 人工知能の、その先へ 谷口忠大 著 岩波書店 2022

27 カレーライスを一から作る―関野吉晴ゼミ 前田亜紀 著 ポプラ社 2017

28 少女マンガのブサイク女子考 トミヤマユキコ 著 左右社 2020

29 子どものためのニッポン手仕事図鑑 大牧圭吾 監修 オークラ出版 2017

30 なんで英語、勉強すんの？ 鳥飼玖美子 著 岩波書店 2021

31
今日は何の日？今日も本の日！ まちの本屋が
店先の黒板にほぼ毎日書いたブックガイド

逢坂肇と流泉書
房の仲間たち 著

苦楽堂 2021

32 特別支援教育の実践情報’２２．２／３ 38 特別支援教育の実践研究
会 編 明治図書出版 2022

33 ＡＸ 伊坂幸太郎 著 角川書店 2020

34 どん底 部落差別自作自演事件 高山文彦 著 小学館 2015

35 臨床の砦 夏川草介 著 小学館 2021

36 昔話法廷 Ｓｅａｓｏｎ５ ＮＨＫ Ｅテレ「昔話法廷」制
作班 編 金の星社 2021

37 その扉をたたく音 瀬尾まいこ 著 集英社 2021

38 虹いろ図書館のかいじゅうたち 櫻井とりお 著 河出書房新社 2021

39 胡適文選２ 胡適 著 平凡社 2021

40 琥珀の夏 辻村深月 著 文藝春秋 2021

41 黒牢城 米澤穂信 著 角川書店 2021

1月は156点受け入れました。

世界で話されて

いることばは、

およそ7000！

そのうち50の少

数言語の中から、

単語を紹介。そ

の土地、文化か

ら生まれた耳慣

れないことばが

とっても愛おし

い♪西淑さんの

イラストが素敵

です。

2019年12月4日、

アフガニスタン

で銃撃され亡く

なられた医師・

中村哲さん。ハ

ンセン病根絶計

画、空爆下の診

療所開設と水源

確保事業、そし

て用水路開通…。

NHKの番組のイ

ンタビューに答

えた貴重な証言

の記録です。

英語は難しい、

どうして勉強し

なきゃいけない

んだろう？と

思っている人集

合！どうやって

勉強したらいい

か、どうすれば

楽しくなるか、

わかるようにな

るかも♪



42 クララとお日さま Ｋｌａｒａ ａｎｄ ｔｈｅ Ｓｕｎ イシグロカズオ 著 早川書房 2021

43 剣樹抄 冲方 丁 著 文藝春秋 2021

44
ぼくらの時代の罪と罰
きみが選んだ死刑のスイッチ 増補新版

森達也 著
ミツイパブリッ
シング

2021

45 一気にわかる！池上彰の世界情勢２０２２ 池上彰 著 毎日新聞出版 2022

46 朝日新聞縮刷版 ２０２１年１１月 NO．１２０５ 朝日新聞社 編 朝日新聞出版 2021

47 テスカトリポカ 佐藤究 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021

48 ゾウが教えてくれたこと ９２ 入江尚子 著 化学同人 2021

49 ヨーロッパ史入門 市民革命から現代へ 池上俊一 著 岩波書店 2022

50 オリエント ２ 大高忍 原作・絵 講談社 2022

51
きみと１００年分の恋をしよう
大好きがいっぱい

折原みと 作 講談社 2022

52 呪イアツメ ２ 虎走かける 作 講談社 2022

53 夜カフェ １１ 倉橋燿子 作 講談社 2022

54
新約聖書外典 ナグ・ハマディ文書抄
（岩波文庫３３－８２５－０１）

荒井献 編訳 岩波書店 2022

55 精神と自然 生きた世界の認識論 グレゴリー・ベイトソン
著 岩波書店 2022

56
いいことから始めよう
スヌーピーと仲間たちからの生きるヒント

エイブラハム・Ｊ・ツワル
スキー 著 朝日新聞出版 2022

57 犬がいた季節 伊吹有喜 著 双葉社 2020

58
後悔するイヌ、嘘をつくニワトリ
動物たちは何を考えているのか？

ペーター・ヴォールレー
ベン 著 早川書房 2021

59 こうやって、考える。 外山 滋比古 著 ＰＨＰ研究所 2021

60 ゴリラの森、言葉の海 山極寿一 著 新潮社 2021

61 管見妄語 失われた美風 藤原正彦 著 新潮社 2022

62 暇と退屈の倫理学 國分功一郎 著 新潮社 2022

63
フランクル心理学入門
どんな時も人生には意味がある

諸富祥彦 著 KADOKAWA 2021

64 自由研究には向かない殺人 ホリー・ジャクソン 著 東京創元社 2021

65 死にたがりの君に贈る物語 綾崎隼 著 ポプラ社 2021

66 えどさがし 畠中恵 著 新潮社 2014

67 大人は泣かないと思っていた 寺地はるな 著 集英社 2021

68 彼女が最後に見たものは まさきとしか 著 小学館 2021

69 鎌倉うずまき案内所 青山美智子 著 宝島社 2021

70 昨日がなければ明日もない 宮部みゆき 著 文藝春秋 2021

71 ゴーストハント ６ 小野不由美 著 KADOKAWA 2021

72 ゴーストハント ７ 小野不由美 著 KADOKAWA 2021

73 しゃばけごはん 畠中恵 著 新潮社 2021

74 護られなかった者たちへ 中山七里 著 宝島社 2021

75 セイレーンの懺悔 中山七里 著 小学館 2020

76 地方メディアの逆襲 松本創 著 筑摩書房 2021

77 てんげんつう 畠中恵 著 新潮社 2021

78 どうしても生きてる 朝井リョウ 著 幻冬舎 2021

79 トッカン ｔｈｅ ３ｒｄ  おばけなんてないさ 高殿円 著 早川書房 2014

80 トッカンｖｓ勤労商工会 高殿円 著 早川書房 2013

81 トッカン 特別国税徴収官 高殿円 著 早川書房 2012

82 八号古墳に消えて 黒川博行 著 角川書店 2021

83 Ｈａｐｐｙ Ｂｏｘ 伊坂幸太郎 著 ＰＨＰ研究所 2015

84 ブロードキャスト 湊かなえ 著 KADOKAWA 2021

85 またあおう 畠中恵 著 新潮社 2021

86 常設展示室 Permanent Collection 原田マハ 著 新潮社 2021

87 未来 湊かなえ 著 双葉社 2021

88 ｍｅｄｉｕｍ 霊媒探偵城塚翡翠 相沢沙呼 著 講談社 2021

89 夕映え天使 浅田次郎 著 新潮社 2011

第165回直木賞、

第34山本周五郎

賞W受賞！鬼

才・佐藤究が3

年以上かけて執

筆した、今1番

やばいクライム

ノベル。

2021年本屋大賞

第3位！著者の

母校、三重県立

四日市高校を舞

台に描かれた青

春小説。昭和、

平成、令和…ど

の時代も変わら

ない「希望」を

描いた作品。

ピカソ、フェル

メール、ラファ

エロ、ゴッホ、

マティス、東山

魁夷…実在する

絵が登場する、

世界各地の美術

館。アート小説

の第一人者が描

く最新短編集。

解説は上白石萌

音さんです♪

書籍の紹介をす

るTikTokerのけ

んごさんが紹介

したことで有名

になった本作。

ベストオブけん

ご大賞にも選ば

れた青春ミステ

リ。



90 あんなにあんなに ヨシタケシンスケ 作 ポプラ社 2021

91 いつでも会える 菊田まりこ 著 学研プラス 1998

92 くまとやまねこ 湯本香樹実 文 河出書房新社 2008

93 みて、ほんだよ！ リビー・グリーソン 文 光村教育図書 2012

94 空の飛びかた ゼバスティアン・メッシェ
ンモーザー 作 光村教育図書 2009

95 おべんとうばこのうた （わらべうたえほん） さいとうしのぶ 構成・絵 ひさかたチャイルド 2013

96 にげてさがして ヨシタケシンスケ 著 赤ちゃんとママ社 2021

97 沈黙のパレード 東野圭吾 著 文藝春秋 2021

98 幕末社会 （岩波新書 １９０９） 須田努 著 岩波書店 2022

99
人の心に働きかける経済政策
（岩波新書 １９０８）

翁邦雄 著 岩波書店 2022

100 民俗学入門 （岩波新書 １９１０） 菊地暁 著 岩波書店 2022

101 俳句と人間 （岩波新書 １９１１） 長谷川櫂 著 岩波書店 2022

102 夫婦別姓 家族と多様性の各国事情 栗田 路子 著 筑摩書房 2021

103 「人それぞれ」がさみしい 石田光規 著 筑摩書房 2022

104 雲を愛する技術 荒木健太郎 著 光文社 2017

105 ２０５０年の地球を予測する 伊勢武史 著 筑摩書房 2022

106 チョウのように読み、ハチのように書く 北村紗衣 著 筑摩書房 2021

107 鍵のかかった部屋 ポール・オースター 著 白水社 1993

108 宮本常一著作集  52 周防大島民俗誌 続篇 宮本常一 著 未来社 2021

109
朝日キーワード就職２０２３
最新時事用語＆一般常識

朝日新聞出版
編

朝日新聞出版 2021

110 運命 （岩波文庫 ３１－０１９－０３） 国木田独歩 著 岩波書店 2022

111 ＴＩＭＥ’２１．１２．２７／’２２．０１．０３ 198 TIME社 2021

112 ＴＩＭＥ’２２．０１．１７／’２２．０１．２４ 199 TIME社 2022

113 ＡＥＲＡ’２２．０１．０３／０１．１０ 35 朝日新聞出版 2022

114 ＡＥＲＡ’２２．０１．１７ 35 朝日新聞出版 2022

115 ＡＥＲＡ’２２．０１．２４ 35 朝日新聞出版 2022

116 ＡＥＲＡ’２２．０１．３１ 35 朝日新聞出版 2022

117 ＶＯＧＵＥ’２１．１２ 21 2021

118 月刊ＭＯＥ’２２．０２ 44 白泉社 2021

119 ユリイカ’２２．０１ 54 青土社 2022

120 えんぶ’２２．０２ 7 演劇ぶっく社 えんぶ 2022

121 Casa BRUTUS’２２．０２ 23 マガジンハウス 2022

122 科学と環境版’２２．０２ 2022 ニホン・ミック 2022

123
キネマ旬報’２２．０２月上旬号 映画あるい
は人を見る撮る視点や視線 「前科者」

キネマ旬報社 2022

124 教育版’２２．０２ 2022 ニホン・ミック 2022

125 暮しの手帖’２２．２／３月号 early spring 暮しの手帖社 2022

126 芸術新潮’２２.０１ 73 新潮社 2022

127 芸術新潮’２２.０２ 73 新潮社 2022

128 月刊Ｐｉａｎｏ’２２．０２ 2022 ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾒﾃﾞｨｱ 2022

129 栄養と料理’２２．０２ 88 女子栄養大学出版部 2022

130 健康りてらしぃ’２２．０２ 2022 ニホン・ミック 2022

131 CNN ENGLISH EXPRESS’２２．０２ 36 朝日出版社 2022

132 ジュニアエラ junior AERA `２２.０２ 2022 2022

133 信徒の友’２２．０２ チャプレンって何ですか 日本キリスト教団出版局 2022

134 Ｓｗｉｔｃｈ’２２．０２ 40 スイッチ・パブリッシング 2022

135 SCREEN ‘２２．０３ 77 近代映画社 2022

136 SCREEN＋ Ｖｏｌ．７６ 77 近代映画社 2021

137 Sports Graphic NUMBER’２２．０１．２０ 43 文藝春秋 2022

138 Sports Graphic NUMBER’２２．０２．０３ 43 文藝春秋 2022

139 ダ・ヴィンチ’２２．０２ 29 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022

140 大学への数学’２２．０２ 65 東京出版 2022

累計1400万部を

超えるガリレオ

シリーズ。映画

化第3弾となる

『沈黙のパレー

ド』は、約9年ぶ

りの最新作！映

画の公開は9/16

の予定なので、

その前に小説を

読んでみません

か。

1年に1度のお楽

しみ、MOE絵本

屋さん大賞

2021の発表で

す！松蔭の図書

館には1・3・

7・12位にラン

クインした絵本

がありますよ♪

そのほか、

2022年の絵本

展・美術展のお

すすめも見逃せ

ません！

今月号の特集は

現在公開中の映

画「呪術廻

戦」！キャスト

へのインタ

ビューや小説家

が読みとくス

トーリーなど、

あらゆる角度か

らその魅力に迫

ります。



141 みとりねこ 有川ひろ 著 講談社 2021

142 National Geographic  日本版’２２．０１ 28 日経ナショナル
ジオグラフィック社 2021

143 National Geographic  日本版’２２．０２ 28 日経ナショナル
ジオグラフィック社 2022

144
日経パソコン’２２．０１．１０ 今年こそ挑戦したい
パソコンでできる新しいこと２０２２

日経BP社 2022

145
日経パソコン’２２．０１．２４ 容量不足を即解消!
バックアップも簡単に いまどきの外付けストレー
ジ超活用

日経BP社 2022

146 Newsweek  日本版’２２．０１．１１ 37 ＣＣＣメディアハウス 2022

147 Newsweek  日本版’２２．０１．１８ 37 ＣＣＣメディアハウス 2022

148 Newsweek  日本版’２２．０１．２５ 37 ＣＣＣメディアハウス 2022

149 Newsweek  日本版’２２．０２．０１ 37 ＣＣＣメディアハウス 2022

150 Ｎｅｗｔｏｎ’２２．０２ 42 ニュートンプレス 2022

151 ＢＥ－ＰＡＬ’２２．０２ 42 小学館 2022

152 美術手帖’２２．０２ 74 美術出版社 2022

153 福祉ニュース  障害福祉編’２２．０２ 2022 ニホン・ミック 2022

154 文藝春秋’２２．０２ 100 文藝春秋 2022

155 ブータン 山の教室　（DVD） パオ・チョニン・ドルジ 監督・
脚本

ＤＯＭＡ ハピネット・メディアマーケ

ティング 2019

156
神戸女学院大学 ２０２２
（大学入試シリーズ 私立５０３）

教学社編集部
編

教学社 2021

進路ステーショ

ンの資料は3冊1

週間貸出可能で

す。図書館で貸

出の手続きをし

てくださいね♪

『旅猫リポー

ト』外伝2編

を含む、7つ

の物語。前作

を読んだ人は

ぜひ。


