
分類記号 書名 著者名 出版社
007 (情報科学) AIの時代を生きる 美馬のゆり 岩波書店
007 (情報科学) AIの壁 養老孟司 PHP研究所
007 (情報科学) アメリカの中学生が学んでいる14歳からのプログラミング ワークマンパブリッシング ダイヤモンド社
007 (情報科学) ヒトの言葉機械の言葉 川添愛 KADOKAWA
007 (情報科学) 人工知能と友だちになれる? 新井紀子 監修 誠文堂新光社
007 (情報科学) 僕とアリスの夏物語 谷口忠大 岩波書店
019 (読書法.図書評論法) だれでもできるブックトーク 中学・高校生編 村上淳子 編 国土社
107 (研究･指導法) 中高生のための哲学入門 小川仁志 ミネルヴァ書房
113 (人生観.世界観) 人生はゲームなのだろうか? 平尾昌宏 筑摩書房
146 (臨床心理学.分析学) マンガでやさしくわかるカウンセリング 平木典子 日本能率協会マネジメントセンター

146 (臨床心理学.分析学) 人生にいかすカウンセリング 諸富祥彦 編 有斐閣
209 (世界史.文化史) 図説第二次世界大戦  新装版 太平洋戦争研究会 河出書房新社
209 (世界史.文化史) 戦争を始めるのは誰か 渡辺惣樹 文藝春秋
209 (世界史.文化史) 第一次世界大戦の歴史大図鑑 H.P.ウィルモット 創元社
209 (世界史.文化史) 第二次世界大戦秘史 山崎雅弘 朝日新聞出版
209 (世界史.文化史) 文字世界で読む文明論 鈴木董 講談社
210 (日本史) 日本史サイエンス2 播田安弘 講談社
230 (ﾖｰﾛｯﾊﾟ史.西洋史) ヨーロッパ史入門 池上俊一 岩波書店
234 (ﾄﾞｲﾂ.中欧) ヴァイマル共和国 リタ・タルマン 白水社
234 (ﾄﾞｲﾂ.中欧) ヴァイマル憲法とヒトラー 池田浩士 岩波書店
234 (ﾄﾞｲﾂ.中欧) ヒトラー演説 高田博行 中央公論新社
281 (日本) 世界に紹介したい日本の100人 ジェームス・M・バーダマン 山川出版社
289 (個人伝記) 猿橋勝子 清水洋美 文 汐文社
289 (個人伝記) 池田菊苗 清水洋美 文 汐文社
289 (個人伝記) 天神様の正体 森公章 吉川弘文館
311 (政治学.政治思想) 平等ってなんだろう? 齋藤純一 平凡社
319 (外交.国際問題) 池上彰の君と考える戦争のない未来 池上彰 理論社
327 (司法.訴訟手続法) ぼくらの時代の罪と罰  増補新版 森達也 ミツイパブリッシング
337 (貨幣.通貨.物価) 14歳からの世界恐慌入門。 池上彰 マガジンハウス
361 (社会学) ルーズな文化とタイトな文化 ミシェル・ゲルファンド 白揚社
361 (社会学) 映画を早送りで観る人たち 稲田豊史 光文社
367 (家庭･性問題) ヴィジュアル版 LGBTQ運動の歴史 マシュー・トッド 原書房
367 (家庭･性問題) クィア・ヒーローズ アラベル・シカルディ 文 ジーオーティー
367 (家庭･性問題) スカートはかなきゃダメですか? 名取寛人 理論社
367 (家庭･性問題) トビタテ！LGBTQ＋6人のハイスクール・ストーリー 野原くろ サウザンブックス
367 (家庭･性問題) マンガでわかるLGBTQ+ パレットーク 講談社
369 (社会福祉) 「難民」をどう捉えるか = Searching for Directions 小泉康一 編 慶應義塾大学出版会
369 (社会福祉) なぜ、わが子を棄てるのか NHK取材班 NHK出版
369 (社会福祉) 児童養護施設という私のおうち 田中れいか 旬報社
369 (社会福祉) 東京大空襲の戦後史 栗原俊雄 岩波書店
383 (衣食住の習俗) ビジュアル日本の住まいの歴史　全4巻 小泉和子 監修 ゆまに書房
388 (伝説.民話) ドラゴンは爬虫類 川崎悟司 大和書房
392 (国防史･事情) 13歳からの日米安保条約 松竹伸幸 かもがわ出版
392 (国防史･事情) 現代ロシアの軍事戦略 小泉悠 筑摩書房
410 (数学) 味わう数学 数理哲人 技術評論社
420 (物理学) 世界はこうしてできている美しい物理のしくみ 川村康文 監修 西東社
457 (古生物学.化石) こっそり楽しむうんこ化石の世界 土屋健 技術評論社
464 (生化学.生物物理学) 生物発光の謎を解く 近江谷克裕 シーアンドアール研究所
468 (生態学) 虫と草木のネットワーク 高林純示 東方出版
476 (ｼﾀﾞ植物) シダの扉 盛口満 八坂書房
481 (一般動物学) ウソをつく生きものたち 森由民 緑書房
488 (鳥類) 鳥はなぜ鳴く?ホーホケキョの科学 松田道生 理論社
489 (哺乳類) クジラの骨と僕らの未来 中村玄 理論社
493 (内科学.精神医学.小) 14歳からの精神医学  新版 宮田雄吾 日本評論社
498 (衛生学.公衆衛生.法) 「安い食べ物」には何かがある 南清貴 三笠書房
502 (技術史.工学史) 日本人なら知っておきたい世界が驚く日本のすごい科学と技術 左巻健男 編 笠間書院
519 (公害.環境工学) SDGsな生活のヒント タラ・シャイン 創元社
519 (公害.環境工学) 社会科学からみるSDGs 桜井愛子, 平体由美 編 小鳥遊書房
523 (西洋の建築) 日本の近代建築ベスト50 小川格 新潮社
527 (住宅建築) 自宅の書棚 アラン・パワーズ 産調出版
549 (電子工学) 無駄なマシーンを発明しよう! 藤原麻里菜 技術評論社
593 (衣服.裁縫) きもの語辞典 岡田知子 誠文堂新光社
593 (衣服.裁縫) フリースタイル着物コーデBook みさまる KADOKAWA
596 (食品.料理) 47都道府県日本全国地元食図鑑 菅原佳己 平凡社
596 (食品.料理) 満月珈琲店のレシピ帖 桜田千尋 主婦の友社
596 (食品.料理) 和菓子のひみつ 「江戸楽」編集部 メイツユニバーサルコンテンツ
611 (農業経済) 小麦の魅力 一般財団法人 製粉振興協会一般財団法人 製粉振興協会

674 (広告.宣伝) ヨーロッパの看板 向田直幹 美術出版社
686 (鉄道) 列車で行こう!  最新版 櫻井寛 写真・文 世界文化社
721 (日本画) 江戸のジャーナリスト葛飾北斎 千野境子 国土社
725 (素描.描画) 線一本からはじめる伝わる絵の描き方 OCHABI Institute インプレス
726 (漫画.挿絵.童画) 「この世界の片隅に」こうの史代 片渕須直対談集 こうの史代, 片渕須直 文藝春秋
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
726 (漫画.挿絵.童画) マンガノミカタ こうの史代, 竹宮惠子, 吉村和真樹村房
726 (漫画.挿絵.童画) リウーを待ちながら　全3巻 朱戸アオ 講談社
726 (漫画.挿絵.童画) 戦争は女の顔をしていない3巻（漫画版） スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ 原作KADOKAWA



746 (特殊写真) 世界一わかりやすい動画制作の教科書 小島真也 技術評論社
760 (音楽) 音楽の旅・絵の旅 吉田秀和 筑摩書房
763 (楽器.器楽) まるごとトランペットの本 荻原明 青弓社
780 (ｽﾎﾟｰﾂ.体育) マンガで学ぶスポーツ倫理 林芳紀, 伊吹友秀 化学同人
780 (ｽﾎﾟｰﾂ.体育) 考えて鍛える筋トレ図鑑 比嘉一雄 技術評論社
798 (室内娯楽) すこしずるいパズル たつなみ アリス館
816 (作文.文体) 基礎からわかる論文の書き方 小熊英二 講談社
818 (方言.訛語) それいけ!方言探偵団 篠崎晃一 平凡社
823 (辞典) デイリーコンサイス日中辞典  第2版 中型版 杉本達夫, 牧田英二, 古屋昭弘 共編三省堂
833 (辞典) スーパー・アンカー和英辞典 山岸勝榮 編集主幹 学研プラス
835 (文法.語法) 真・英文法大全 関正生 KADOKAWA
910 (日本文学) 小説家夏目漱石 大岡昇平 筑摩書房
910 (日本文学) 年表作家読本 芥川龍之介  新装版 鷺只雄 編 河出書房新社
910 (日本文学) 年表作家読本 中原中也  新装版 青木健 編 河出書房新社
910 (日本文学) 文豪東京文学案内 田村景子 編 笠間書院
911 (詩歌) ホラホラ、これが僕の骨 中原中也 ロゼッタストーン
911 (詩歌) 短歌の詰め合わせ 東直子 文 アリス館
911 (詩歌) 恋をしていた。 北川悦吏子 詩 ディスカヴァー・トゥエンティワン
913 (小説.物語) コーリング・ユー = CALLING YOU 永原皓 集英社
913 (小説.物語) ディア・ペイシェント 南杏子 幻冬舎
913 (小説.物語) ない本、あります。 = All these books are fiction. 能登崇 大和書房
913 (小説.物語) ねこのおうち 柳美里 河出書房新社
913 (小説.物語) ノベライズ この世界の片隅に こうの史代 原作 双葉社
913 (小説.物語) ベンチウォーマーズ 成田名璃子 光文社
913 (小説.物語) 暗殺の年輪  新装版 藤沢周平 文藝春秋
913 (小説.物語) 雨あがる 山本周五郎 講談社
913 (小説.物語) 家族コンプレックス 長江優子, みうらかれん 金の星社
913 (小説.物語) 義経  新装版 司馬遼太郎 文藝春秋
913 (小説.物語) 空飛ぶくじら部 石川宏千花 PHP研究所
913 (小説.物語) 古本食堂 原田ひ香 角川春樹事務所
913 (小説.物語) 口福のレシピ 原田ひ香 小学館
913 (小説.物語) 事故物件、いかがですか? 原田ひ香 集英社
913 (小説.物語) 小説バスカヴィル家の犬シャーロック劇場版 アーサー・コナン・ドイル 原案宝島社
913 (小説.物語) 世界とキレル 佐藤まどか あすなろ書房
913 (小説.物語) 張込み  71刷改版 松本清張 新潮社
913 (小説.物語) 鳥人計画 東野圭吾 角川書店
913 (小説.物語) 同じクラスに何かの主人公がいる 昆布山葵 KADOKAWA
913 (小説.物語) 夜明けの辻 山本周五郎 新潮社
913 (小説.物語) 恋愛トラブル・ストーカー みうらかれん, 長江優子, 宮下恵茉金の星社
914 (評論.小品.随筆) 阿佐ケ谷姉妹ののほほんふたり暮らし 阿佐ケ谷姉妹 幻冬舎
914 (評論.小品.随筆) 人生にはやらなくていいことがある 柳美里 ベストセラーズ
919 (漢詩文.日本漢文学) 詩人・菅原道真 大岡信 岩波書店
933 (小説) ストーナー ジョン・ウィリアムズ 作品社
E 動物会議 エーリヒ・ケストナー 岩波書店
236 (ｽﾍﾟｲﾝ.ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ) The Spanish Civil war Helen Graham Oxford Univ Pr
319 (外交.国際問題) The Cold War: A World History Odd Arne Westad Basic Books
410 (数学) An Imaginary Tale：The Story of the Square Root Paul J. Nahin Princeton Univ Pr
410 (数学) Humble Pi : A Comedy of Maths Errors Matt Parker Penguin Books Ltd
410 (数学) It's a Numberful World Eddie Woo Experiment Llc
410 (数学) Shape Jordan Ellenberg Penguin Group USA
816 (作文.文体) Extended Essay Kosta Lekanides Oxford Univ Pr
911 (詩歌) The Illusions of Self Takuboku Ishikawa Balestier Press
913 (小説.物語) Colorful Eto Mori Counterpoint
913 (小説.物語) The Wild Geese Ogai Mori Tuttle Publishing
913 (小説.物語) Tokyo Ueno Station Yu Miri Tilted Axis Press
933 (小説) Aurora Burning Amie Kaufman EMBER
933 (小説) Aurora Cycle Amie Kaufman Penguin Random
933 (小説) Geek Girl Brenna Aubrey Silver Griffon Associates
933 (小説) GRIMDARK D.Kershaw Black Hare Press
933 (小説) Horror Tree 2021: YEAR 5 Stuart Conover
933 (小説) Stoner John Williams Vintage Classics
933 (小説) The Moral Word Genevieve Cogman Pan Macmillan
933 (小説) The Moral Word Genevieve Cogman Pan Macmillan
923 (小説) 강산무진 김훈 문학동네
923 (小説) 마음의 부력 이승우 문학사상


