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           桃 通 図 書 館 だ よ り          桃谷高校通信制図書館  

                                             2022年  1月                                             

        ２０２２年がスタートしました。今年も図書館は、みなさんが素敵な本に出会えるように 

          いろいろな本を紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

        

                    ２０２１ 年 度    購 入 図 書      

                           （前号の図書館だよりで紹介した本を含む） 

 

             書     名    著 者 名  出版社名 ジャンル  備考  

１ 女帝の古代王権史 義江 明子 筑摩書房 日本史 新書 

２ 
夢中になる東大世界史  

－ １５の良問に学ぶ世界の成り立ち － 
福村 国春 光文社 世界史 新書 

３ 
ニホンという滅び行く国に生まれた若い君たちへ 

－ １５歳から始める生き残るための社会学 ― 
響堂 雪乃 白馬社 社会学  

４ 
続・ニホンという滅び行く国に生まれた若い君たちへ 

－ １６歳から始める生き残るための社会学 ― 

秋嶋 亮 

（旧名：響堂 雪乃） 
白馬社 社会学  

５ 
ヤングケアラー  

－ 子どもや若者が経験した家族のケア介護 ― 
澁谷 智子 生活書院 介護福祉  

６ 
わたし８歳、職業、家事使用人。：世界の児童 

労働者１億５２００万人の１人 
日下部 尚徳  合同出版 児童労働  

７ 図解でわかる１４歳からの脱炭素社会 
インフォビジュアル  

研究所 
太田出版 

エネルギー

問題 
 

８ 
図解でわかる１４歳からのプラスチックと 

環境問題 

インフォビジュアル

研究所 
太田出版 環境問題  

９ 高校生ワーキングプア 「見えない貧困」の真実 
ＮＨＫスペシャル 

取材班 
新潮社 貧困問題 文庫 

１０ ダーウィン『種の起源』を漫画で読む 

チャールズ・ダーウィン/文 

マイケル・ケラー/編・文 

ニコル・レージャー・フラー/絵 

いそっぷ社 生物学  

１１ 不思議なお菓子レシピ サイエンススイーツ 太田 さちか インプレス 料理  

１２ 
死を招くファッション  

－ 服飾とテクノロジーの危険な関係 － 

アリソン・マシューズ・

デーヴィッド 
化学同人 服飾  

１３ 見えないスポーツ図鑑 
伊藤 亜紗,渡邊 淳司,

林 阿希子 
晶文社 スポーツ  

１４ カカ・ムラド － ナカムラのおじさん ― 
ガフワラ/著  

さだ まさし/他訳 
双葉社 伝記 絵本 

１５ 銀の匙  １５ 荒川 弘 小学館 コミック  

１６ ３月のライオン  １５，１６ 羽海野 チカ 白泉社 コミック  
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 書     名 著 者 名 出版社名 ジャンル 備考 

１７ 妖怪学校の先生はじめました！  １０,１１ 田中 まい 
スクウェア・ 

エニックス 
コミック  

１８ あそびあそばせ  ５～１２ 涼川 りん 白泉社 コミック  

１９ コウノドリ  １８～３２ 鈴ノ木 ユウ 講談社 コミック  

２０ 美味しんぼ   ５,２９,５２,６１,６９,７１～７３ 
雁屋 哲/作 

花咲 アキラ/画 
小学館 コミック  

２１ あしあと  ちばてつや追悼短篇集 ちば てつや 小学館 コミック  

２２ よけいなひと言を好かれるセリフに変える言いかえ図鑑 大野 萌子 サンマーク出版 言語  

２３ 中学英語で読むディズニー [コレクション１ 美女と野獣] 石原 真弓/英文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 英語  

２４ 中学英語で読むディズニー [コレクション２ アナと雪の女王] 石原 真弓/英文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 英語  

２５ 金閣寺 三島 由紀夫 新潮社 日本文学 文庫 

２６ ノラや 内田 百閒 中央公論新社 日本文学 文庫 

２７ 罪と罰 上・下 ドストエフスキー 新潮社 海外文学 文庫 

２８ クララとお日さま カズオ・イシグロ 早川書房 海外文学  

２９ 魔力の胎動 東野 圭吾 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文学 文庫 

３０ 白鳥とコウモリ 東野 圭吾 幻冬舎 日本文学  

３１ リボルバー 原田 マハ 幻冬舎 日本文学  

３２ オルタネート 加藤 シゲアキ 新潮社 日本文学  

３３ 透明な螺旋 東野 圭吾 文藝春秋 日本文学  

３４ 水を縫う 寺地 はるな 集英社 日本文学  

３５ 太陽のパスタ、豆のスープ 宮下 奈都 集英社 日本文学 文庫 

３６ 帰らざる聖域 樋口 明雄 角川春樹事務所 日本文学  

３７ 葉山嘉樹短篇集 
葉山 嘉樹/著 

道籏 泰三/編 
岩波書店 日本文学 文庫 

３８ だれも知らない小さな国  コロボックル物語 １ 
佐藤 さとる/作 

村上 勉/絵 
講談社 日本文学 文庫 

３９ ブロードキャスト 湊 かなえ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文学 文庫 

４０ 三体 Ⅰ～Ⅲ下 劉 慈欣 早川書房 海外文学  

４１ 
囚人服のメロスたち 

― 関東大震災と二十四時間の解放 － 
坂本 敏夫 集英社 日本文学 文庫 

４２ もっと知りたい！話したい！セクシュアルマイノリティ 1～３ 日高 庸晴 汐文社 性問題 寄贈 

４３ 奏恩の遠吠え ウォルクの真理 1 空乃晴 
ちょ古っ都

製本工房 
日本文学 寄贈 


