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

                                            2023年  1月                                             

        ２０２３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。 

   今年度は学習書コーナーを新設しました。これまで各教科の参考図書を分類ごとの場所に 

置いていましたが、一つの場所にまとめました。また、定期的に一人の作家にスポットをあて、 

本を紹介する〇〇（作家名）を読むコーナーも設置しました。あわせてご利用ください。 

                     

２０２２ 年 度  購 入 図 書      

                             （昨年度末に購入した図書を含む） 

 書     名 著 者 名 出版社名 ジャンル 備考 

１ 
大学入試問題集ゴールデンルート  

数学ⅠA・２B 基礎編 , 物理 基礎編 , 化学 基礎編 

高梨 由多可 

橋本 直哉 他 
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 学習参考書  

２ 一目でわかるイメージ式！ 高校数学 公式図鑑 涌井 良幸 , 貞美 技術評論社 学習参考書  

３ 大学入試 英作文が１冊でしっかり書ける本 和文英訳編 関 正生 他 かんき出版 学習参考書  

４ 高校の情報Ⅰが１冊でしっかりわかる本 鎌田 高徳 他 かんき出版 学習参考書  

５ 高校の漢字・語彙が１冊でしっかり身につく本 土井 諭 かんき出版 学習参考書  

６ よくわかる高校歴史総合 鈴木 悠介 他 学研プラス 学習参考書  

７ よくわかる高校公共 塚本 哲生 学研プラス 学習参考書  

８ いちばんやさしい管理栄養士国家試験合格講座 [第３版] 渡辺 睦行 秀和システム 資格・検定  

９ みんなが欲しかった！介護福祉士の教科書  2022年 TAC 介護福祉受験対策研究会 TAC 出版 資格・検定  

１０ 看護学校に合格する勉強法 改訂 4 版 黒沢 賢一 エール出版社 資格・検定  

１１ 
勉強が苦手な高校生・社会人が 

看護専門学校・看護大学に合格する方法 
松山 祐己 合同フォレスト 資格・検定  

１２ 英検過去 6 回全問題集２０２２    2 級 , 準 2 級  旺文社 資格・検定  

１３ 英検 3・4 級過去問集 ２０２２年度版  教学社 資格・検定  

１４ 高認があるじゃん！ 2021-2022 年版  学びリンク 資格・検定  

１５ 高卒程度認定試験3年過去問 1～４ ２０２２年度  声の教育社 資格・検定  

１６ 
公務員試験[高卒程度・社会人] 初級スーパー過去問ゼミ 

人文科学 , 自然科学 , 社会科学 
 実務教育出版 資格・検定  

１７ 
高卒程度公務員試験  

畑中敦子の天下無敵の数的処理！ 1 , 2  令和版 
畑中 敦子 実務教育出版 資格・検定  

１８ Power Point で何でも作る！神業パワポ PPDTP インプレス 情報科学  

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1591695815/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC9pbGx1c3RyYXRpb24vNTMyNjA5NzY-/RS=%5eADBrw2luXGJ7pVmYe_RSx8lw7Om1B8-;_ylt=A2RCKwRHCN5e.k4ACQmU3uV7
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 書     名 著 者 名 出版社名 ジャンル 備考 

１９ 僕とアリスの夏物語  人工知能の、その先へ 谷口 忠大 岩波書店 情報科学  

２０ マンガでわかる東大読書 小野 洋一郎 東洋経済新報社 読書  

２１ アケメネス朝ペルシア  ‐史上初の世界帝国‐ 阿部 拓児 中央公論新社 世界史 新書 

２２ 一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書シリーズ 4 冊 山﨑 圭一 SB クリエイティブ 世界史  

２３ 一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書 山﨑 圭一 SB クリエイティブ 日本史  

２４ 物語 ウクライナの歴史 ‐ヨーロッパ最後の大国‐ 黒川 祐次 中央公論新社 世界史 新書 

２５ 
第二次世界大戦秘史 

  ‐周辺国から解く独ソ英仏の知られざる暗闘‐ 
山﨑 雅弘 朝日新聞出版 世界史 新書 

２６ 
音大出てどうするの？  

マンガ『「音大卒」は武器になる』 

大内 孝夫 

田中 マコト 

ヤマハミュージック 

エンターテインメン

トホールディングス 

就職  

２７ 模範六法２０２２ 令和 4 年版  三省堂 法律学  

２８ 
10 歳から知りたいバリアバリュー思考 

自分の強みの見つけかた 
垣内 俊哉 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 社会福祉  

２９ 
児童養護施設という私のおうち 

‐知ることからはじめる子どものためのフェアスタート‐ 
田中 れいか 旬報社 社会福祉  

３０ 女の子はどう生きるか：教えて、上野先生！ 上野 千鶴子 岩波書店 女性問題 新書 

３１ 法的思考のススメ  ‐大人になる君に知ってもらいたいこと‐  尾島 史賢 関西大学出版部 法律学  

３２ 解きたくなる数学  佐藤 雅彦  他 岩波書店 数学  

３４ 八訂 食品成分表 ２０２２  女子栄養大学出版部 食品  

３３ 野生動物の法獣医学  ‐もの言わぬ死体の叫び‐ 浅川 満彦 地人書館 獣医学  

３４ 
問題解決のための「アルゴリズム×数学」が 

基礎からしっかり身につく本 
米田 優峻 技術評論社 数学  

３５ 子どもを虐待から護る    Child Abuse & Neglect 上野 昌江 
日本看護協会

出版会 
看護学 

ブック

レット 

３６ 戦争をやめた人たち  ‐1914 年のクリスマス休戦‐ 鈴木 まもる あすなろ書房 平和 絵本 

３７ どうぶつ会議 エーリヒ・ケストナー 岩波書店 海外文学 絵本 

３８ 東京藝大ものがたり あららぎ 菜名 飛鳥新社 美術  

３９ 江戸のジャーナリスト 葛飾北斎 千野 境子 国土社 日本画  

４０ 私が見た未来  完全版  たつき 諒 飛鳥新社 コミック  

４１ 消えた初恋  1～5 巻 アルコ , ひねくれ渡 集英社 コミック  

４２ モエカレはオレンジ色  1～５巻 玉島 ノン 講談社 コミック  

４３ 誹謗中傷に勝訴しました ‐障害児の息子を守るため‐ ｍｏｒｏ 竹書房 コミック  

４４ 酔うと化け物になる父がつらい 菊池 真理子 秋田書店 コミック  
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 書     名 著 者 名 出版社名 ジャンル 備考 

４５ オーウェル『1984』を漫画で読む 
ジョージ・オーウェル 

フィド・ネスティ 他 
いそっぷ社 コミック  

４６ 戦争は女の顔をしていない  ２ , ３巻 小梅 けいと 他 ＫＡＤＯＫＡＷＡ コミック  

４７ ピノ：PINO 村上 たかし 双葉社 コミック  

４８ 女の子がいる場所は やまじえびね ＫＡＤＯＫＡＷＡ コミック  

４９ 妖怪学校の先生はじめました！ １２ , 13 巻 田中 まい スクウェア・エニックス コミック  

５０ 無職転生  １３～１７巻 理不尽な孫の手 他 ＫＡＤＯＫＡＷＡ コミック  

５１ BLUE GIANT ９ , １０巻 石塚 真一 小学館 コミック  

５２ あそびあそばせ  13 巻 涼川 りん 白泉社 コミック  

５３ 乙女語り １１～14 巻 森 薫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ コミック  

５４ 
スピーキングのためのやりなおし英文法スーパードリル 

英語のハノン  初級 , 中級 

横山 雅彦 

中村 佐知子 
筑摩書房 英文法  

５５ 
ネイティブなら 12 歳までに覚える  

８０パターンで英語が止まらない！ 
塚本 亮 高橋書店 英語  

５６ 一度読んだら絶対に忘れない英文法の教科書 牧野 智一 SB クリエイティブ 英文法  

５７ 塞翁の盾 今村 翔吾 集英社 日本文学  

５８ 黒牢城 米澤 穂信 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文学  

５９ 三千円の使い方 原田 ひ香 中央公論新社 日本文学 文庫 

６０ 六人の嘘つきな大学生 浅倉 秋成 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文学  

６１ 未来 湊 かなえ 双葉社 日本文学 文庫 

６２ 謹訳 徒然草 林 望 祥伝社 日本文学  

６３ 
古典を読んだら、悩みが消えた。 

‐世の中になじめない人に贈るあたらしい古典案内‐ 
安田 登 大和書房 日本文学  

６４ 田辺聖子・18 歳の日の記録 田辺 聖子 文藝春秋 日本文学  

６５ 利き蜜師物語  １～4 巻 小林 栗奈 産業編集センター 日本文学  

６６ マスカレード・ゲーム 東野 圭吾 集英社 日本文学  

６７ ＃真相をお話しします 結城 真一郎 新潮社 日本文学  

６８ 恋ふらむ鳥は 澤田 瞳子 毎日新聞社 日本文学  

６９ ももちゃんのピアノ：沖縄戦・ひめゆり学徒の物語 柴田 昌平 他 ポプラ社 日本文学  

７０ 悪党の裔（すえ） 上・下  新装版 北方 謙三 中央公論新社 日本文学 文庫 

７１ 銀河英雄伝説 全 15 巻（BOX セット）正伝 10巻 外伝 5 巻 田中 芳樹 東京創元社 日本文学 文庫 

７２ 銀河英雄伝説列伝 １  東京創元社 日本文学 文庫 
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 書     名 著 者 名 出版社名 ジャンル 備考 

７３ 新・水滸伝 上・下 田中 芳樹 講談社 日本文学 文庫 

７４ 七都市物語 [新版] 田中 芳樹 早川書房 日本文学 文庫 

７５ マリアビートル 伊坂 幸太郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文学 文庫 

７６ グラスホッパー 伊坂 幸太郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文学 文庫 

７７ 昭和の名短編 荒川 洋治 中央公論新社 日本文学 文庫 

７８ 広瀬正・小説全集 復刊 6 冊セット 広瀬 正 集英社 日本文学 文庫 

７９ ＜読む＞という冒険 ‐イギリス児童文学の森へ‐ 佐藤 和哉 岩波書店 海外文学 新書 

８０ 無限がいっぱい （異色作家短篇集） ロバート・シェクリ 早川書房 海外文学  

８１ シベリアの俳句 ユルガ・ヴィレ 他 花伝社 海外文学  

８２ 
不登校の理解と支援のためのハンドブック 

‐多様な学びの場を保障するために‐ 
伊藤 美奈子 

ミネルヴァ

書房 

青少年 

問題 
寄贈 

８３ まんがでわかる 7 つの習慣 ２ 小山 鹿梨子 宝島社 人生訓 寄贈 

８４ 人生の地図 高橋 歩 A-Works 人生訓 寄贈 


