
分類記号 書名 著者名 出版者
122 (中国思想.中国哲学) 中国哲学史 中島隆博 中央公論新社
123 (経書) 14歳からの「論語」 齋藤孝 監修 SBクリエイティブ
124 (先秦思想.諸子哲学) 諸子百家 渡辺精一 KADOKAWA
141 (普通心理学.各論) 恐怖と不安の心理学 フランク・ファンダラ
150 (倫理学.道徳) 道徳教室 髙橋秀実 ポプラ社
182 (仏教史) すぐわかる日本の仏教  改訂版 大角修 東京美術
198 (各教派.教会史) 潜伏キリシタン 大橋幸泰 講談社
202 (歴史の補助学) 図説世界の水中遺跡 木村淳, 小野林太郎 編 グラフィック社
209 (世界史.文化史) 第一次世界大戦 木村靖二 筑摩書房
209 (世界史.文化史) 第一次世界大戦への道 ウィリアム・マリガン 慶應義塾大学出版会
209 (世界史.文化史) 二つの世界大戦 木村靖二 山川出版社
210 (日本史) 日本の装束解剖図鑑 八條忠基 エクスナレッジ
210 (日本史) 近現代日本を史料で読む 御厨貴 編 中央公論新社
210 (日本史) 日本近現代史講義 山内昌之, 細谷雄一 編 中央公論新社
210 (日本史) いのちと平和のバトンを 吉田裕 監修 合同出版
219 (九州地方) いまこそ知りたい!沖縄が歩んだ道 全3巻 新城俊昭 監修 汐文社
238 (ﾛｼｱ.北欧) ロシア点描 小泉 悠 PHP研究所
238 (ﾛｼｱ.北欧) 物語ウクライナの歴史 黒川祐次 中央公論新社
288 (系譜.家史.皇室) 徳川15代将軍解体新書 河合敦 ポプラ社
289 (個人伝記) 難民に希望の光を 真の国際人緒方貞子の生き方 中村恵 平凡社
289 (個人伝記) 牧野富太郎自叙伝 牧野富太郎 講談社
291 (日本) 東京のトリセツ2 昭文社
292 (ｱｼﾞｱ) 地図でスッと頭に入るアジア25の国と地域 井田仁康 監修 昭文社
293 (ﾖｰﾛｯﾊﾟ) 地図でスッと頭に入るヨーロッパ47カ国 ジョン・タウンゼント 監修 昭文社
295 (北ｱﾒﾘｶ) 地図でスッと頭に入るアメリカ50州 デイビッド・セイン 監修 昭文社
302 (政治･経済･社会･文) 教えて！タリバンのこと 内藤正典 ミシマ社
312 (政治史･事情) 13歳からの地政学 田中孝幸 東洋経済新報社
314 (議会.選挙) 選挙活動、ビラ配りからやってみた。「香川1区」密着日記和田靜香 左右社
316 (国家と個人･宗教･民) 在日朝鮮人 水野直樹, 文京洙 岩波書店
319 (外交.国際問題) ﾌﾟｰﾁﾝと習近平 独裁者のサイバー戦争 山田敏弘 文藝春秋
319 (外交.国際問題) 絵で見てわかる 核兵器禁止条約ってなんだろう? 川崎哲 監修 旬報社
327 (司法.訴訟手続法) 少年のための少年法入門 山下敏雅, 牧田史, 西野優花 監修 旬報社
361 (社会学) 「人それぞれ」がさみしい 石田光規 筑摩書房
361 (社会学) バナナの魅力を100文字で伝えてください 柿内尚文 かんき出版
361 (社会学) 学びのきほん はじめての利他学 若松英輔 NHK出版
367 (家庭･性問題) 学びのきほん フェミニズムがひらいた道 上野千鶴子 NHK出版
367 (家庭･性問題) 平安女子の楽しい!生活 川村裕子 岩波書店
371 (教育学.教育思想) よくわかる教育学原論  新版 安彦忠彦, 藤井千春, 田中博之 編 ミネルヴァ書房
383 (衣食住の習俗) 平安男子の元気な!生活 川村裕子 岩波書店
386 (年中行事.祭礼) 有職故実から学ぶ年中行事百科 八條忠基 淡交社
399 (古代兵法.軍学) マンガ孫子・韓非子の思想 蔡志忠 作画 講談社
400 (自然科学) 科学のトリセツ 元村有希子 毎日新聞出版
410 (数学) 屈辱の数学史 マット・パーカー 山と溪谷社
410 (数学) 数学は言葉 新井紀子 東京図書
461 (理論生物学.生命論) 分類という思想 池田清彦 新潮社
469 (人類学) 人類史マップ テルモ・ピエバニ, バレリー・ゼトゥン 日経ナショナルジオグラフィック社

471 (一般植物学) 植物のかしこい生き方 田中修 SBクリエイティブ
488 (鳥類) イラスト図解鳥になるのはどんな感じ? デビッド・アレン・シブリー 羊土社
492 (臨床医学.診断･治療) 好きになる救急医学  第3版 小林國男 講談社
498 (衛生学.公衆衛生.法) ひとりでできるこころの手あて  3訂版 八巻香織 太郎次郎社エディタス
498 (衛生学.公衆衛生.法) 自律神経にいいこと超大全 小林弘幸 宝島社
498 (衛生学.公衆衛生.法) 睡眠にいいこと超大全 トキオ・ナレッジ 宝島社
498 (衛生学.公衆衛生.法) 他者と生きる 磯野真穂 集英社
517 (河海工学.河川工学) もし、水がなくなるとどうなるの? クリスティーナ・シュタインライン 文 西村書店東京出版編集部
519 (公害.環境工学) はじめての脱炭素 すなだゆか 作・絵 小峰書店
519 (公害.環境工学) 図説人新世 ギスリ・パルソン 東京書籍
538 (航空宇宙工学) 超速でわかる!宇宙ビジネス 片山俊大 すばる舎
596 (食品.料理) 一晩置いたカレーはなぜおいしいのか 稲垣栄洋 新潮社
721 (日本画) 図説 地獄絵の世界 小栗栖健治 河出書房新社
726 (漫画.挿絵.童画) 地獄変・羅生門・藪の中 芥川龍之介 [原著] 三栄書房
748 (写真集) 地元写真家がいちばん見せたいにっぽんの絶景 #みんなの地元推し 玄光社
750 (工芸) もっと知りたいアイヌの美術 山崎幸治 東京美術
761 (音楽の一般理論.音) 音楽する脳 大黒達也 朝日新聞出版
762 (音楽史.各国の音楽) 西洋音楽史大図鑑 スティーヴ・コリッソン ほか ヤマハミュージック
783 (球技) ルポ大谷翔平 志村朋哉 朝日新聞出版
783 (球技) 大谷翔平 常識を超えた100の秘密 大谷翔平 インテルフィン
786 (戸外ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ) コツが身につくスケートボード 早川大輔, 赤熊寛敬 マイナビ出版
801 (言語学) 悪い言語哲学入門 和泉悠 筑摩書房
810 (日本語) 日本語の大疑問 国立国語研究所 編 幻冬舎
816 (作文.文体) 書く習慣 いしかわゆき クロスメディア・パブリッシング



910 (日本文学) 石川啄木  新装版 堀江信男 清水書院
910 (日本文学) 有吉佐和子の世界 井上謙, 半田美永, 宮内淳子 編 翰林書房
910 (日本文学) 与謝野晶子  新装版 浜名弘子 清水書院
911 (詩歌) いつもどこかで 新川和江 詩 大日本図書
911 (詩歌) いのちの詩集 中原中也, 立原道造, 八木重吉 SDP
911 (詩歌) さっきまでは薔薇だったぼく 最果タヒ 小学館
911 (詩歌) 一つのメルヘンほか詩 中原中也 ほか 筑摩書房
911 (詩歌) 宇宙の片隅で 石垣りん 理論社
911 (詩歌) 汚れつちまつた悲しみに…… 中原中也 KADOKAWA
911 (詩歌) 花と木のうた 吉野弘 青土社
911 (詩歌) 吉野弘全詩集  増補新版 吉野弘 青土社
911 (詩歌) 古典版(こてんぱん)『百人一首』こぼれ話 やまうちりょうへい 東京図書出版
911 (詩歌) 新川和江詩集 新川和江 角川春樹事務所
911 (詩歌) 石垣りん詩集 石垣りん 角川春樹事務所
911 (詩歌) 素直な疑問符 吉野弘 理論社
911 (詩歌) 中原中也全詩集 中原中也 角川学芸出版
911 (詩歌) 天国と、とてつもない暇 最果タヒ 小学館
911 (詩歌) 二人が睦まじくいるためには 吉野弘 詩 童話屋
911 (詩歌) 名づけられた葉なのだから 新川和江 大日本図書
911 (詩歌) 夜景座生まれ 最果タヒ 新潮社
913 (小説.物語) D坂の殺人事件 江戸川乱歩 KADOKAWA
913 (小説.物語) Re:ゼロから始める異世界生活 長月達平 KADOKAWA
913 (小説.物語) スモールワールズ = SMALL WORLDS 一穂ミチ 講談社
913 (小説.物語) ニセ姉妹 山崎ナオコーラ 中央公論新社
913 (小説.物語) マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂幸太郎 幻冬舎
913 (小説.物語) マスカレード・ゲーム = Masquerade Game 東野圭吾 集英社
913 (小説.物語) ものだま探偵団 ほしおさなえ 徳間書店
913 (小説.物語) 一瞬を生きる君を、僕は永遠に忘れない。 冬野夜空 スターツ出版
913 (小説.物語) 夏の体温 瀬尾まいこ 著 双葉社
913 (小説.物語) 花ならば赤く 有吉佐和子 集英社
913 (小説.物語) 空にピース = Peace sign to the sky 藤岡陽子 幻冬舎
913 (小説.物語) 源氏物語解剖図鑑 佐藤晃子 文 エクスナレッジ
913 (小説.物語) 広島電鉄殺人事件 西村京太郎 新潮社
913 (小説.物語) 十津川警部海の見える駅 西村京太郎 小学館
913 (小説.物語) 十津川警部高山本線の秘密 西村京太郎 小学館
913 (小説.物語) 少女ABCDEFGHIJKLMN 最果タヒ 河出書房新社
913 (小説.物語) 図書室のはこぶね = The Ark of Library 名取佐和子 実業之日本社
913 (小説.物語) 世界が青くなったら 武田綾乃 文藝春秋
913 (小説.物語) 青い壺  新装版 有吉佐和子 文藝春秋
913 (小説.物語) 地獄変・偸盗 芥川竜之介 新潮社
913 (小説.物語) 長野電鉄殺人事件 西村京太郎 徳間書店
913 (小説.物語) 博士の長靴 瀧羽麻子 ポプラ社
913 (小説.物語) 彼岸花が咲く島 李琴峰 文藝春秋
913 (小説.物語) 文豪ストレイドッグス 朝霧カフカ KADOKAWA
913 (小説.物語) 密室黄金時代の殺人 鴨崎暖炉 宝島社
914 (評論.小品.随筆) 鴎外論集 森鴎外 講談社
914 (評論.小品.随筆) 言葉の花束 サヘル・ローズ 講談社
933 (小説) ミスエデュケーション エミリー・M・ダンフォース サウザンブックス社
E やとのいえ 八尾慶次 作 偕成社
E ヤングさんのオーケストラ なかえよしを 作 ポプラ社
E 洪水のあとで アーサー・ガイサート 作 こぐま社
238 (ﾛｼｱ.北欧) The Gate of Europe：A History of UKRAINE Serhii Plokhy Penguin Books
762 (音楽史.各国の音楽) The History of Classical Music for Beginners R.Ryan Endris For Beginners LLC
933 (小説) A Bright Ray of Darkness Ethan Hawke Knopf
933 (小説) Aurora Rising Amie Kaufman EMBER
933 (小説) Do You Dream of Terra-Two? Temi OH Simon & Schuster
933 (小説) HAMNET Maggie O'Farrell Tinder Press
933 (小説) Looking for ALASKA John Green Harper Collins Publishers
933 (小説) The Inheritance Games Jennifer Lynn Barrnes Little Brown & Co
933 (小説) The Martian Andy Weir Ballantine Books


