
分類記号 書名 著者名 出版者

002 (知識･学問一般) たのしみノートのつくりかた = A Joyful Notebook 杉浦さやか 祥伝社

002 (知識･学問一般) まんがでわかる自宅学習の強化書 葉一 フォレスト出版

019 (読書法.図書評論法) モヤモヤしている女の子のための読書案内 堀越英美 河出書房新社

024 (図書の販売) 一万円選書 岩田徹 ポプラ社

134 (ﾄﾞｲﾂ･ｵｰｽﾄﾘｱ哲学) ニーチェ道徳批判の哲学 = Friedrich Nietzsche 城戸淳 講談社

140 (心理学) ようこそ、心理学部へ 同志社大学心理学部（編） 筑摩書房

141 (普通心理学.各論) 「繊細さん」の本 武田友紀 飛鳥新社

141 (普通心理学.各論) 先を読む頭脳 羽生善治, 伊藤毅志, 松原仁新潮社

143 (発達心理学) 図解雑学発達心理学 山下富美代 編 ナツメ社

209 (世界史.文化史) 建築でつかむ世界史図鑑 本村凌二 監修 二見書房

210 (日本史) 西南戦争のリアル 中原幹彦 新泉社

210 (日本史) 地底の森の旧石器人 佐藤祐輔 新泉社

210 (日本史) 中世武家庭園と戦国の領域支配 三好清超 新泉社

210 (日本史) 八ケ岳を望む縄文集落の復元 佐野隆 新泉社

210 (日本史) 幕末社会 須田努 岩波書店

222 (中国) ビジュアル大図鑑中国の歴史 DK社 編 東京書籍

234 (ﾄﾞｲﾂ.中欧) アウシュヴィッツ生還者からあなたへ リリアナ・セグレ [述] 岩波書店

244 (西ｱﾌﾘｶ) 戦場から生きのびて イシメール・ベア 河出書房新社

289 (個人伝記) アッバース1世 前田弘毅 著 山川出版社

289 (個人伝記) アルベルト・アインシュタイン = Albert Einstein 筑摩書房編集部 筑摩書房

289 (個人伝記) インディラ・ガンディー = Indira Gandhi 筑摩書房編集部 筑摩書房

289 (個人伝記) ココ・シャネル = Coco Chanel 筑摩書房編集部 筑摩書房

289 (個人伝記) ヘレン・ケラー = Helen Keller 筑摩書房編集部 筑摩書房

289 (個人伝記) マリ・キュリー = Marie Curie 筑摩書房編集部 筑摩書房

289 (個人伝記) ワンガリ・マータイ = Wangari Muta Maathai 筑摩書房編集部 筑摩書房

289 (個人伝記) 岡本太郎 筑摩書房編集部 筑摩書房

289 (個人伝記) 現代語訳 信長公記 太田牛一 KADOKAWA

289 (個人伝記) 黒澤明 筑摩書房編集部 筑摩書房

289 (個人伝記) 坂本龍馬地図帳 小美濃清明 監修/考証 人文社

289 (個人伝記) 市川房枝 筑摩書房編集部 筑摩書房

289 (個人伝記) 図説ナポレオン 松嶌明男 河出書房新社

289 (個人伝記) 西郷隆盛 德永和喜 山川出版社

289 (個人伝記) 長谷川町子 筑摩書房編集部 著 筑摩書房

289 (個人伝記) 北里柴三郎 海堂 尊 筑摩書房

302 (政治･経済･社会･文) ウクライナを知るための65章 服部倫卓, 原田義也 編著 明石書店

302 (政治･経済･社会･文) 不思議の国ニッポン クーリエ・ジャポン 編 講談社

304 (論文･講演集.社会評) ヒトの壁 養老孟司 新潮社

309 (社会思想.社会主義) プロテストってなに? アリス・ハワース=ブース, エミリー・ハワース=ブース青幻舎インターナショナル

316 (国家と個人･宗教･民) ぼくはロヒンギャ難民。 小峯茂嗣 合同出版
316 (国家と個人･宗教･民) 最新版 民族世界地図 浅井信雄 新潮社

316 (国家と個人･宗教･民) 人権と国家 筒井清輝 岩波書店

323 (憲法.行政法) 君たちの日本国憲法 池上彰 集英社

329 (国際法) 国際条約集2022 植木俊哉 有斐閣

333 (経済政策.国際経済) 2121年版 開発協力白書 日本の国際協力 外務省 外務省

361 (社会学) 14歳から考えたいアメリカの奴隷制度 ヘザー・アンドレア・ウィリアムズすばる舎

367 (家庭･性問題) ぼくは性別モラトリアム からたちはじめ 幻冬舎

369 (社会福祉) 盲導犬引退物語 沢田俊子 文 講談社

374 (学校経営･管理.学校) 釜石の奇跡 NHKスペシャル取材班 イースト・プレス

378 (障害児教育) 気持ちが伝わるはじめての手話 谷千春 監修 主婦の友社

382 (風俗史.民俗誌) 遠野物語 柳田国男 新潮社

401 (科学理論.科学哲学) 思考実験 榛葉豊 講談社

410 (数学) 数学は言葉 新井紀子 東京図書

410 (数学) 数式図鑑 横山明日希 講談社

452 (海洋学.陸水学) われらをめぐる海 レイチェル・カースン 早川書房

460 (生物科学.一般生物) いきもの六法 中島慶二, 益子知樹 監修 山と溪谷社

460 (生物科学.一般生物) 図鑑を見ても名前がわからないのはなぜか? 須黒達巳 ベレ出版

463 (細胞学) 進化の謎をとく発生学 田村宏治 岩波書店

470 (植物学) 形とくらしの雑草図鑑 岩瀬徹, 飯島和子 全国農村教育協会

471 (一般植物学) うまい雑草、ヤバイ野草 森昭彦 著 ソフトバンククリエイティブ



471 (一般植物学) 怖くて眠れなくなる植物学 稲垣栄洋 PHP研究所

471 (一般植物学) 面白くて眠れなくなる植物学 稲垣栄洋 PHP研究所

471 (一般植物学) 葉っぱはなぜこんな形なのか? 林将之 講談社

472 (植物地理.植物誌) 花と葉で見わける野草 亀田龍吉, 有沢重雄 小学館

472 (植物地理.植物誌) 持ち歩き!野草・雑草の事典532種 金田初代 文 西東社

473 (葉状植物) 変形菌ミクソヴァース 増井真那 写真・文 集英社

476 (ｼﾀﾞ植物) くらべてわかるシダ 桶川修 文 山と溪谷社

479 (被子植物) 身近な雑草たちの奇跡 森昭彦 SBクリエイティブ

481 (一般動物学) ソロモンの指環 コンラート・ローレンツ 早川書房

486 (昆虫類) 昆虫館はスゴイ! 全国昆虫施設連絡協議会 repicbook

488 (鳥類) ドードーをめぐる堂々めぐり 川端裕人 岩波書店

488 (鳥類) ハシビロコウのすべて  改訂版 今泉忠明 監修 廣済堂出版

491 (基礎医学) 生命の未来を変えた男 NHKスペシャル取材班 編 文藝春秋

491 (基礎医学) 日本人の「遺伝子」からみた病気になりにくい体質のつくりかた 奥田昌子 講談社

493 (内科学.精神医学.小) 今だから知りたいワクチンの科学 中西貴之 技術評論社

501 (工業基礎学) 最新再生可能エネルギーの仕組みと動向がよ～くわかる本 今村雅人 秀和システム

509 (工業.工業経済) すごい!品質検査 うえたに夫婦 PHPエディターズ・グループ

519 (公害.環境工学) はじめて学ぶ環境倫理 吉永明弘 筑摩書房

519 (公害.環境工学) 私たちのサステイナビリティ 工藤尚悟 岩波書店

523 (西洋の建築) いつかは訪れたい美しき世界の教会 マイケル・ケリガン 日経ナショナルジオグラフィック社

538 (航空宇宙工学) さばの缶づめ、宇宙へいく 小坂康之, 林公代 イースト・プレス

578 (高分子化学工業) バイオプラの教科書 小松道男 日経BP

596 (食品.料理) 調味料の味わい 暮らしの図鑑編集部 編 翔泳社

629 (造園) しかけに感動する「京都名庭園」 烏賀陽百合 誠文堂新光社

629 (造園) 庭の楽しみ 境野隆祐ほか 監修 翔泳社

653 (森林立地.造林) くらべてわかる木の葉っぱ 林将之 写真・文 山と溪谷社

686 (鉄道) 地形と歴史で読み解く鉄道と街道の深い関係 内田宗治 編 実業之日本社

723 (洋画) セーヌで生まれた印象派の名画 島田紀夫 著 小学館

723 (洋画) バスキア ジャン=ミシェル・バスキア [画] 角川書店

723 (洋画) 名画に隠された「二重の謎」 三浦篤 小学館

726 (漫画.挿絵.童画) Dr.STONE 稲垣理一郎 原作 集英社

726 (漫画.挿絵.童画) ダンピアのおいしい冒険 ４ トマトスープ イースト・プレス

767 (声楽) 島唄弾き語りベスト20 三浦クリエイティブうるま編集部ドレミ楽譜出版社

778 (映画) すべてがわかる!日本アニメ史入門 アニメの旅人 編 彩流社

784 (冬季競技) 共に、前へ羽生結弦 日本テレビ「news every.」取材班祥伝社

817 (読本.解釈.会話) "深読み"の技法 小池陽慈 笠間書院

821 (音声.音韻.文字) 中国語が3週間で身につく音読 林松濤, 謝辰 明日香出版社

829 (東洋の諸言語) 韓国語超入門ブック 石田美智代 永岡書店

860 (ｽﾍﾟｲﾝ語) 新・スペイン語レッスン初級 阿由葉恵利子 スリーエーネットワーク

909 (児童文学) 〈読む〉という冒険 佐藤和哉 岩波書店

910 (日本文学) タイム・スリップ芥川賞 菊池良 ダイヤモンド社

910 (日本文学) 古典を読んだら、悩みが消えた。 安田登 大和書房

910 (日本文学) 日本近代文学入門 堀啓子 中央公論新社

910 (日本文学) 有吉佐和子論 半田美永 鳥影社

911 (詩歌) おんなのことば 茨木のり子 詩 童話屋

911 (詩歌) 川崎洋詩集 川崎洋 角川春樹事務所

913 (小説.物語) オオルリ流星群 伊与原新 KADOKAWA

913 (小説.物語) これは経費で落ちません!　9館 青木祐子 集英社

913 (小説.物語) タイムマシンに乗れないぼくたち 寺地はるな 文藝春秋

913 (小説.物語) タラント = Talant 角田光代 中央公論新社

913 (小説.物語) のぼうの城　上下（文庫本） 和田竜 小学館

913 (小説.物語) プラージュ 誉田哲也 幻冬舎

913 (小説.物語) ボタニカ = Botanica 朝井まかて 祥伝社

913 (小説.物語) めだか、太平洋を往け 重松清 幻冬舎

913 (小説.物語) やさしい猫 中島京子 中央公論新社

913 (小説.物語) ようこそ実力至上主義の教室へ 衣笠彰梧 KADOKAWA

913 (小説.物語) 伊豆の踊子  温泉宿  改版 川端康成 岩波書店

913 (小説.物語) 階段ランナー 吉野万理子 徳間書店

913 (小説.物語) 月曜日の抹茶カフェ 青山美智子 宝島社



913 (小説.物語) 香君　上下 上橋菜穂子 文藝春秋

913 (小説.物語) 紙屋ふじさき記念館 ほしおさなえ KADOKAWA

913 (小説.物語) 星を掬う 町田そのこ 中央公論新社

913 (小説.物語) 赤と青とエスキース = Red and Blue and esquisse 青山美智子 PHP研究所

913 (小説.物語) 同志少女よ、敵を撃て 逢坂冬馬 早川書房

913 (小説.物語) 博物館の少女 = A Girl at the Museum 富安陽子 偕成社

913 (小説.物語) 風の港 村山早紀 徳間書店

913 (小説.物語) 文鳥  夢十夜 夏目漱石 新潮社

913 (小説.物語) 放課後ひとり同盟 小嶋陽太郎 集英社

914 (評論.小品.随筆) 今日も、感謝します。 StylishNoob KADOKAWA

936 (ﾙﾎﾟﾙﾀｰｼﾞｭ) ナガサキの郵便配達　（5冊） ピーター・タウンゼント 原作 ナガサキの郵便配達制作プロジェクト

E 3びきのくま トルストイ 文 福音館書店

E それしかないわけないでしょう ヨシタケシンスケ 白泉社

E てぶくろ エウゲーニー・M・ラチョフ 絵 福音館書店

289 (個人伝記) All in a Drop Lori Alexander Clarion Books

319 (外交.国際問題) Bomｂ: The Race to Build-and Steal-the World's Most Dangerous Weapon Steve Sheinkin Square Fish

519 (公害.環境工学) How to Change Everything Naomi Klein Atheneum

933 (小説) Alitji in Dreamland:不思議の国のアリスアボリジニ版 Lewis Carroll Simon ＆ Schuster

933 (小説) Eclipse Stephenie Meyer Little Brown Book Group

933 (小説) If I stay Gayle Forman speak

933 (小説) Milkman Anna Burns Faber & Faber

933 (小説) One of Us is Next Karen M. McManus Penguin Books Ltd

933 (小説) The Kingdom of Back Marie Lu Penguin Group USA

933 (小説) The Undocumented Americans Karla Cornejo Villavicencio One World

933 (小説) When you Reach me Rebecca Stead A Yearling Book

936 (ﾙﾎﾟﾙﾀｰｼﾞｭ) The Postman of Nagasaki　（5冊） Peter Townsend 地方小出版

E Listen to the Wind Greg mortenseon


