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1
月刊Newsがわかる 2022-11月号 <特集1>ブルーカーボンで地球温暖化を食い止めろ!

<特集2>もっと知りたい小児がんのこと
毎日新聞出版 2022.11

2 子供の科学 2022-11月号 数の謎解き大冒険 計算がニガテでもおもしろい! 誠文堂新光社 2022.1

3 トヨタの新興国車IMV 野村 俊郎 著 文眞堂 2015.2

4 日産コンツェルン経営史研究 宇田川 勝 著 文眞堂 2015.2

5 はじめて学ぶ人のための経営学 ver.3 片岡 信之 著 文眞堂 2015.3

6 日本人と馬の文化史 久慈 勝男 著 文眞堂 2016.4

7 自治会・町内会の経営学 石栗 伸郎 著 文眞堂 2016.4

8 キャッシュレス経済 川野 祐司 著 文眞堂 2018.8

9 世界に伝わる本当に怖い話 上巻 野宮 麻未 著 理論社 2019.2

10 世界に伝わる本当に怖い話 下巻 野宮 麻未 著 理論社 2019.2

11 寅さんの「日本」を歩く 1 一番詳しい聖地探訪大事典 岡村 直樹 著 天夢人 2019.8

12 世界の本当に怖い妖怪・モンスター 上巻 野宮 麻未 著 理論社 2020.2

13 世界の本当に怖い妖怪・モンスター 下巻 野宮 麻未 著 理論社 2020.2

14 面白いほどわかる!クラシック入門 松本 大輔 著 青弓社 2020.8

15 おやこで楽しむ講談ドリル 宝井 琴星 監修 彩流社 2020.12

16 47都道府県本当は怖い昔話 上巻 野宮 麻未 著 理論社 2021.2

17 まんが日蓮聖人ものがたり 内藤 誠 作 彩流社 2021.2

18 47都道府県本当は怖い昔話 下巻 野宮 麻未 著 理論社 2021.3

19 子どもと一緒に覚えたい木の実の名前 （momo book） 小南 陽亮 監修 マイルスタッフ 2021.4

20 絵本のお菓子 （momo book） 太田 さちか 著 マイルスタッフ 2021.5

21 作ってあそぶ!ままごと&ごっこ （momo book） まるばやし さわこ 著 マイルスタッフ 2021.7

22 潜水艦事典 （イカロスMOOK） JShips編集部 編 イカロス出版 2021.12

23 日本観光列車の旅 2022 （イカロスMOOK） 谷崎 竜 著 イカロス出版 2021.12

24 JR東海 （イカロスMOOK） イカロス出版 2021.12

25 持続的農業の土づくり （IKAROS MOOK） イカロス出版 2022.1

26 ANAグランドスタッフ入門 最新版 （イカロスMOOK） 中西 克吉 著 イカロス出版 2022.1

27 放送通訳の現場から-難語はこうして突破する 袖川 裕美 著 イカロス出版 2021.12

28 無数のひとりが紡ぐ歴史 田中 祐介 編 文学通信 2022.3

29 攻撃手法を学んで防御せよ!押さえておくべきIoTハッキング 荻野 司 著 インプレス 2022.6
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30 電車の地図帳 （旅鉄Kids） 「旅と鉄道」編集部 編 天夢人 2022.6

31 空の見つけかた事典 武田 康男 著 山と溪谷社 2022.8

32 いちばんやさしい不動産の教本 2022年法改正対応版 林 秀行 著 インプレス 2022.7

33 平均4.2カ月で1万フォロワーを実現するプロ目線のインスタ運用法 石川 侑輝 著 クロスメディア・パブリッシング 2022.8

34 食品でひく機能性成分の事典 中村 宜督 著 女子栄養大学出版部 2022.7

35 世界一やさしいパワーポイント2021 （impress mook） インプレス 2022.8

36 世界一受けたい出産準備の講義 佐藤 彩那 著 クロスメディア・パブリッシング 2022.7

37 登山のダメージ&体のトラブル解決法 木元 康晴 編 山と溪谷社 2022.8

38 ドライフラワーデザイン図鑑200 電子書籍版 フローリスト編集部 編 誠文堂新光社 2022.8

39 教養としての神道 電子版 島薗 進 著 東洋経済新報社 2022.5

40 ハーブ染めレッスン 電子書籍版 梅原 亜也子 著 誠文堂新光社 2022.8

41 わたし生活保護を受けられますか 三木 ひとみ 著 ペンコム 2022.7

42 クリエイティブ整理・収納術 TSUN 著 クロスメディア・パブリッシング 2022.6

43 日本アニメ史入門 電子版 アニメの旅人 編著 彩流社 2022.1

44 龍の耳を君に （創元推理文庫） 丸山 正樹 著 東京創元社 2020.6

45 屍人荘の殺人 （創元推理文庫） 今村 昌弘 著 東京創元社 2019.9

46 刑事何森 孤高の相貌 丸山 正樹 著 東京創元社 2020.9

47 ウルトラ図解骨粗鬆症 （オールカラー家庭の医学） 竹内 靖博 監修 法研 2022.4

48 コンテンツ・ボーダーレス カン ハンナ 著 クロスメディア・パブリッシング 2022.6

49 教科書には載っていない調査研究がうまくいくコツ 板垣 貴志 著 クロスメディア・パブリッシング 2022.7

50 図解でよくわかる品種・育種のきほん 電子書籍版 （すぐわかるすごくわかる!） 西尾 剛 著 誠文堂新光社 2022.8

51 The Story IT業界編 竹葉 聖 著 クロスメディア・パブリッシング 2022.7

52 The Story 食品業界編 渡邉 智博 著 クロスメディア・パブリッシング 2022.7

53 The Story 調剤薬局業界編 田島 聡士 著 クロスメディア・パブリッシング 2022.7

54 The Story 物流業界編 山本 夢人 著 クロスメディア・パブリッシング 2022.6

55 ブランドカルチャライズ 久保山 浩気 著 クロスメディア・パブリッシング 2022.8

56 義経記 高木 卓 訳 グーテンベルク21 2022.8

57 源氏物語 紫式部 著 グーテンベルク21 2022.8

58 連合艦隊の最後 伊藤 正徳 著 グーテンベルク21 2022.8

59 落語は生に限る! 電子書籍版 日原 雄一 著 彩流社 2021.6
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60 サッカーピラミッドの底辺から 電子版 後藤 貴浩 著 道和書院 2022.8

61 ビジネス著作権検定公式テキスト 第3版 和田 宏徳 著 インプレス 2022.8

62 うるしー （あかちゃんが選んだあかちゃんのための絵本） ロロン 作 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2017.7

63 モイモイとキーリー （あかちゃんが選んだあかちゃんのための絵本） みうら し〜まる 作 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2017.7

64 日本史探偵コナン外伝 刀剣編 鋼の決闘状 電子書籍版 （名探偵コナン歴史まんが） 青山 剛昌 原作 小学館 2019.3

65 日本史探偵コナン外伝 忍者編 影と光の手裏剣 電子書籍版 （名探偵コナン歴史まんが） 青山 剛昌 原作 小学館 2019.3

66
はじめての日本の歴史 1 日本のはじまり 旧石器時代・縄文時代・弥生時代 電子書籍版

（小学館版学習まんが）
山本 博文 総監修 小学館 2015.5

67
はじめての日本の歴史 2 奈良の都 古墳時代・飛鳥時代・奈良時代 電子書籍版

（小学館版学習まんが）
山本 博文 総監修 小学館 2015.7

68
はじめての日本の歴史 3 朝廷と摂関政治 平安時代 電子書籍版

（小学館版学習まんが）
山本 博文 総監修 小学館 2015.9

69
はじめての日本の歴史 4 貴族と武士 平安時代〜鎌倉時代 電子書籍版

（小学館版学習まんが）
山本 博文 総監修 小学館 2015.1

70
はじめての日本の歴史 5 南北朝の戦い 鎌倉時代・南北朝時代 電子書籍版

 （小学館版学習まんが）
山本 博文 総監修 小学館 2015.11

71
はじめての日本の歴史 6 室町幕府と民衆 室町時代 電子書籍版

 （小学館版学習まんが）
山本 博文 総監修 小学館 2015.12

72
はじめての日本の歴史 7 激突する戦国大名 戦国時代 電子書籍版

（小学館版学習まんが）
山本 博文 総監修 小学館 2015.5

73
はじめての日本の歴史 8 天下の統一 安土桃山時代・江戸時代初期 電子書籍版

（小学館版学習まんが）
山本 博文 総監修 小学館 2015.8

74
はじめての日本の歴史 9 江戸幕府の完成 江戸時代前期 電子書籍版

 （小学館版学習まんが）
山本 博文 総監修 小学館 2016.1

75
はじめての日本の歴史 10 江戸幕府のゆらぎ 江戸時代後期 電子書籍版

 （小学館版学習まんが）
山本 博文 総監修 小学館 2016.2

76
はじめての日本の歴史 11 黒船がやってきた 江戸時代末期〜明治時代初期 電子書籍版

 （小学館版学習まんが）
山本 博文 総監修 小学館 2016.2

77
はじめての日本の歴史 12 近代国家への道 明治時代 電子書籍版

 （小学館版学習まんが）
山本 博文 総監修 小学館 2016.3
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78
はじめての日本の歴史 13 絶えない戦争 大正時代・昭和時代 電子書籍版

（小学館版学習まんが）
山本 博文 総監修 小学館 2016.3

79
はじめての日本の歴史 14 新しい日本 昭和時代・平成時代 電子書籍版

 （小学館版学習まんが）
山本 博文 総監修 小学館 2016.4

80
はじめての日本の歴史 15 別巻その時、何が? 電子書籍版

（小学館版学習まんが）
山本 博文 総監修 小学館 2016.4

81
世界の歴史 1 メソポタミアとエジプト 古代オリエントの時代 電子書籍版

 （小学館版学習まんが）
橋場 弦 監修 小学館 2019.7

82
世界の歴史 2 ギリシアとヘレニズム 古代アテネとアレクサンドロス 電子書籍版

 （小学館版学習まんが）
橋場 弦 監修 小学館 2019.7

83
世界の歴史 3 ローマ 都市国家から帝国へ 電子書籍版

（小学館版学習まんが）
南川 高志 監修 小学館 2019.7

84
世界の歴史 4 古代中国 1 殷〜前漢 電子書籍版

 （小学館版学習まんが）
岸本 美緒 監修 小学館 2019.7

85
世界の歴史 5 古代中国 2 新〜唐 電子書籍版

（小学館版学習まんが）
岸本 美緒 監修 小学館 2019.7

86
世界の歴史 6 中世ヨーロッパ キリスト教と君主たち 電子書籍版

 （小学館版学習まんが）
橋場 弦 監修 小学館 2019.7

87
世界の歴史 7 近世ヨーロッパ 大航海時代・ルネサンス・宗教改革 電子書籍版

 （小学館版学習まんが）
青木 康 監修 小学館 2019.7

88
世界の歴史 8 モンゴルと中国 大モンゴル国・元・明・清 電子書籍版

（小学館版学習まんが）
小松 久男 監修 小学館 2021

89
世界の歴史 9 絶対王政 イギリス・フランス・ロシア 電子書籍版

（小学館版学習まんが）
青木 康 監修 小学館 2019.7

90
世界の歴史 10 イギリスとフランスの革命 近代国家の誕生 電子書籍版

（小学館版学習まんが）
青木 康 監修 小学館 2019.7

91
世界の歴史 11 ナポレオンとつづく革命 激動のフランス 電子書籍版

（小学館版学習まんが）
小田中 直樹 監修 小学館 2019.7

92
世界の歴史 12 産業革命とアメリカの独立 イギリスの変化とアメリカの誕生 電子書籍版

 （小学館版学習まんが）
小田中 直樹 監修 小学館 2019.7
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93
世界の歴史 13 イタリアとドイツの統一 民族統一国家をめざして 電子書籍版

 （小学館版学習まんが）
木村 靖二 監修 小学館 2021

94
世界の歴史 14 ゆれる中国 清・中華民国 電子書籍版

（小学館版学習まんが）
岸本 美緒 監修 小学館 2019.7

95
世界の歴史 15 第一次世界大戦とロシア革命 戦乱のヨーロッパ 電子書籍版

 （小学館版学習まんが）
池田 嘉郎 監修 小学館 2019.7

96
世界の歴史 16 第二次世界大戦 地球規模に広がる戦火 電子書籍版

 （小学館版学習まんが）
木村 靖二 監修 小学館 2019.7

97
世界の歴史 17 冷戦と超大国 第二次世界大戦後の国際関係 電子書籍版

 （小学館版学習まんが）
木村 靖二 監修 小学館 2019.7

98 るるぶ福島会津磐梯 '23 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング 2022.2

99 るるぶ伊豆 '23 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング 2022.2

100 るるぶペットとおでかけ '23 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング 2022.2

101 るるぶドライブ関東ベストコース '23 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング 2022.2

102 こどもの知的好奇心がすくすく育つ学びスポット （るるぶKids） 瀧 靖之 監修 JTBパブリッシング 2022.2

103 るるぶ上高地乗鞍白骨奥飛驒温泉郷 '23 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング 2022.2

104 るるぶ秋田 '23 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング 2022.3

105 るるぶドライブ信州東海北陸ベストコース 2022 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング 2022.3

106 るるぶ十勝帯広ガーデン街道 2022 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング 2022.4

107 るるぶ河口湖山中湖富士山麓御殿場 '23 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング 2022.4

108 るるぶ函館 '23 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング 2022.7

109 るるぶハウステンボス 2022 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング 2022.7

110 るるぶ東京観光 '23 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング 2022.8

111 るるぶ天橋立城崎 '23 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング 2022.8

112 いちからわかる!定年前後のお金と手続き 2022-2023年最新版 （impress mook） 福地 健 監修 インプレス 2022.8

113 るるぶ北陸金沢 '23 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング 2022.1

114 現代語で読む舞姫 電子版 （現代語で読む名作シリーズ） 森 鷗外 作 理論社 2022.2

115 現代語で読むたけくらべ 電子版 （現代語で読む名作シリーズ） 樋口 一葉 作 理論社 2022.2

116 現代語で読む野菊の墓 電子版 （現代語で読む名作シリーズ） 伊藤 左千夫 作 理論社 2022.2

117 現代語で読む坊っちゃん 電子版 （現代語で読む名作シリーズ） 夏目 漱石 作 理論社 2022.2
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118 現代語で読む生まれ出づる悩み 電子版 （現代語で読む名作シリーズ） 有島 武郎 作 理論社 2022.2

119 築30年経っても満足が続く家づくり 加藤 秀樹 著 クロスメディア・パブリッシング 2022.7

120 ロジカルな文章、情緒的な文章 坂本 宗之祐 著 クロスメディア・パブリッシング 2022.7


