
分類記号 タイトル 著者名 出版社

002 (知識･学問一般) ファスト教養 レジー 集英社

041 (日本語) ちくま評論選  2訂版 岩間輝生, 坂口浩一, 佐藤和夫, 関口隆一 編筑摩書房

041 (日本語) ちくま評論入門  2訂版 岩間輝生, 太田瑞穂, 坂口浩一, 関口隆一 編筑摩書房

069 (博物館) 東京国立博物館 東京国立博物館 編 吉川弘文館

122 (中国思想.中国哲学) 中国智慧 易中天 上海文艺出版社

175 (神社.神職) 神社のえほん 羽尻利門 あすなろ書房

175 (神社.神職) 世界でいちばん素敵な神社の教室 茂木貞純 監修 三才ブックス

188 (各宗) 心をととのえるスヌーピー チャールズ・M・シュルツ 光文社

201 (歴史学) 新版  歴史とは何か E.H.カー 岩波書店

207 (研究･指導法.教育) 歴史学のトリセツ 小田中直樹 筑摩書房

209 (世界史.文化史) 世界でいちばん素敵な古代文明の教室 実松克義 監修 三才ブックス

209 (世界史.文化史) 戦争の世界史 マイケル・S.ナイバーグ ミネルヴァ書房

209 (世界史.文化史) 誰が第二次世界大戦を起こしたのか 渡辺惣樹 草思社

209 (世界史.文化史) 二つの世界大戦 木村靖二 山川出版社

209 (世界史.文化史) 捕虜が働くとき 大津留厚 人文書院

210(日本史） 海軍戦争検討会議記録 新名丈夫 編 KADOKAWA

210(日本史） 機密費外交 井上寿一 講談社

210(日本史） 自主独立とは何か　①② 細谷雄一 新潮社

210(日本史） 戦略で読み解く日本合戦史 海上知明 PHP研究所

210(日本史） 知らなかった、ぼくらの戦争 アーサー・ビナード 編 小学館

210(日本史） 長篠の戦い 金子拓 戎光祥出版

210(日本史） 後期日中戦争 広中一成 KADOKAWA

210(日本史） 世界史としての「大東亜戦争」 細谷雄一 PHP研究所

210(日本史） 戦争調査会 井上寿一 講談社

210(日本史） 太平洋戦争秘史 山崎雅弘 朝日新聞出版

210(日本史） 地図でスッと頭に入る昭和と近現代史 後藤寿一 監修 昭文社

210(日本史） 日独伊三国同盟 大木毅 KADOKAWA

221 (朝鮮) これならわかる韓国・朝鮮の歴史Q&A  第2版 三橋広夫 大月書店

223 (東南ｱｼﾞｱ) マンダラ国家から国民国家へ 早瀬晋三 人文書院

234 (ﾄﾞｲﾂ.中欧) ナチ・ドイツ最後の8日間 フォルカー・ウルリヒ すばる舎

234 (ﾄﾞｲﾂ.中欧) 隣人が敵国人になる日 野村真理 人文書院

281 (日本) お札に登場した偉人たち21人 河合敦 あすなろ書房

289 (個人伝記) ジャンヌ・ダルクと百年戦争 加藤玄 山川出版社

289 (個人伝記) フランクリン・ローズヴェルト 佐藤千登勢 中央公論新社

289 (個人伝記) ボワソナード = Boissonade 池田眞朗 山川出版社

289 (個人伝記) ワシントン 中野勝郎 山川出版社

289 (個人伝記) 平将門と藤原純友 下向井龍彦 山川出版社

290 (地理.地誌.紀行) 世界でいちばん素敵な地理の教室（日本編） 片岡英夫 三才ブックス

295 (北ｱﾒﾘｶ) 地図でスッと頭に入る中南米&北アメリカ36の国と地域 井田仁康 監修 昭文社

309 (社会思想.社会主義) 共産党宣言 マルクス, エンゲルス 光文社

311 (政治学.政治思想) ウラジーミル・プーチンの頭のなか ミシェル・エルチャニノフ すばる舎

311 (政治学.政治思想) ロシア革命とは何か トロツキー 光文社

316 (国家と個人･宗教･民) 人権の世界史 ピーター・N.スターンズ ミネルヴァ書房

316 (国家と個人･宗教･民) 地図でスッと頭に入る世界の民族と紛争 祝田秀全 監修 昭文社

316 (国家と個人･宗教･民) 武器としての国際人権 藤田早苗 集英社

319 (外交.国際問題) 数奇な航海 川井龍介 旬報社

319 (外交.国際問題) 中国パンダ外交史 家永真幸 講談社

326 (刑法.刑事法) なぜ君は絶望と闘えたのか 門田隆将 新潮社

329 (国際法) ボーダー = Border 佐々涼子 集英社インターナショナル

331 (経済学.経済思想) マルクスの資本論見るだけノート 白井聡 監修 宝島社

335 (企業.経営) 財閥の時代 武田晴人 KADOKAWA

338 (金融.銀行.信託) ベンチャー・キャピタリスト = VENTURE CAPITALIST 後藤直義, フィル・ウィックハムニューズピックス

351 (日本) 日本国勢図会2022/2023 矢野恒太記念会（編） 矢野恒太記念会

361 (社会学) 「友だち」から自由になる 石田光規 光文社

364 (社会政策.社会保障) 15歳からの社会保障 横山北斗 日本評論社

367 (家庭･性問題) シングル単位思考法でわかるデートDV予防学 伊田広行 かもがわ出版

367 (家庭･性問題) レンアイ、基本のキ 打越さく良 岩波書店

367 (家庭･性問題) 差別は思いやりでは解決しない 神谷悠一 集英社

367 (家庭･性問題) 戦う女、戦えない女 林田敏子 人文書院

369 (社会福祉) 障害とバリアフリーいっしょに生きる子どもブックガイド 障害と本の研究会 編 かもがわ出版

388 (伝説.民話) おばあちゃんは猫でテーブルを拭きながら言った 金井真紀 岩波書店

392 (国防史･事情) ルポ アメリカの核戦力 渡辺 丘 岩波書店

393 (国防政策･行政･法令)徴兵制と良心的兵役拒否 小関隆 人文書院



404 (論文･講演集.科学評) ちくま科学評論選 岩間輝生, 坂口浩一, 関口隆一, 吉田修久 編筑摩書房

452 (海洋学.陸水学) ふしぎで美しい水の図鑑 武田康男 文・写真 緑書房

457 (古生物学.化石) 作ろう!フライドチキンの骨格標本 志賀健司 緑書房

468 (生態学) 環境DNA入門 源利文 岩波書店

469 (人類学) 人類の起源 篠田謙一 中央公論新社

469 (人類学) 人類の物語 ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房新社

488 (鳥類) 鳥のしぐさ・行動よみとき図鑑 小宮輝之 監修 カンゼン

491 (基礎医学) 「気の持ちよう」の脳科学 毛内 拡 筑摩書房

491 (基礎医学) 運動脳 = BRAIN アンデシュ・ハンセン サンマーク出版

517 (河海工学.河川工学) 100年後の水を守る 橋本淳司 文研出版

519 (公害.環境工学) 1.5℃の気候危機 松下和夫 文化科学高等研究院出版局

557 (航海.航海学) 海と灯台学 = Sea and Lighthouse 日本財団海と灯台プロジェクト文藝春秋

572 (電気化学工業) 手づくり電池 玉川登美男 民衆社

596 (食品.料理) イタリア料理の誕生 キャロル・ヘルストスキー 人文書院

596 (食品.料理) フランス料理の歴史 マグロンヌ・トゥーサン=サマ原書房

674 (広告.宣伝) ゼロから学べるブログ×サイト運営×集客の自動化 菅家伸 ソーテック社

686 (鉄道) 国鉄 石井幸孝 中央公論新社

702 (芸術史.美術史) 新しいアートのかたち 施井泰平 平凡社

709 (芸術政策.文化財) 読む名品創立150年東京国立博物館の国宝 宝島社

726 (漫画.挿絵.童画) アトンの娘1－3巻 里中満智子 小学館

726 (漫画.挿絵.童画) 資本論  新版 マルクス 作 イースト・プレス

726 (漫画.挿絵.童画) 本の虫ミミズクくん カラシユニコ 小学館

764 (器楽合奏) 日本語ラップ名盤100 韻踏み夫 イースト・プレス

767 (声楽) K-POPはなぜ世界を熱くするのか 田中絵里菜 朝日出版社

778 (映画) 新海誠 土居伸彰 集英社

783 (球技) カタールワールドカップ観戦ガイド マイナビ出版

783 (球技) サッカー戦術の最前線 結城康平 SBクリエイティブ

783 (球技) フットボール代表プレースタイル図鑑 西部謙司 カンゼン

783 (球技) 動画でわかるいちばんやさしいゴルフの教科書 三野博孝 監修 ナツメ社

784 (冬季競技) アイスダンスを踊る 宇都宮直子 集英社

787 (釣魚.遊猟) 関東周辺堤防釣り場100選 釣れるポイント選り取り見取り メディアボーイ

789 (武道) 東海大流柔道勝利のメソッド 上水研一朗 著 誠文堂新光社

789 (武道) 部活で差がつく!勝つ剣道上達のコツ60  新装改訂版 所正孝 監修 メイツユニバーサルコンテンツ

810 (日本語) その日本語、ヨロシイですか? 井上孝夫 文・絵 草思社

813 (辞典) にゃんこ四字熟語辞典 西川清史 飛鳥新社

816 (作文.文体) 「書くのが苦手」な人のための文章術 印南敦史 著 PHP研究所

816 (作文.文体) 13歳から身につける一生モノの文章術 近藤勝重 大和出版

816 (作文.文体) ショートショートでひらめく文章教室 田丸雅智 河出書房新社

816 (作文.文体) 何を書けばいいかわからない人のための「うまく」「はやく」書ける文章術 山口拓朗 日本実業出版社

816 (作文.文体) 苦手から始める作文教室 津村記久子 筑摩書房

823 (辞典) 中日辞典  第3版 北京・商務印書館, 小学館 共同編集小学館

843 (辞典) ベーシッククラウン独和・和独辞典 伊藤眞 監修 三省堂

853 (辞典) ベーシッククラウン仏和・和仏辞典 村松定史 監修 三省堂

863 (辞典) デイリーコンサイス西和・和西辞典 プレミアム版 寺崎英樹, Enrique Contreras 編三省堂

873 (辞典) ベーシッククラウン伊和・和伊辞典 杉本裕之, 谷口真生子 監修三省堂

883 (辞典) デイリー日露英・露日英辞典 井桁貞義 監修 三省堂

910 (日本文学) ここから始める文学研究 新井裕樹・五井信 みずき書林

910 (日本文学) 森鴎外、自分を探す 出口智之 岩波書店

913 (小説.物語) こうふくあかの 西加奈子 小学館

913 (小説.物語) こうふくみどりの 西加奈子 小学館

913 (小説.物語) サバカンSABAKAN 金沢知樹 文藝春秋

913 (小説.物語) タスキメシ 五輪 額賀 澪 小学館

913 (小説.物語) ちくま小説選 紅野謙介, 清水良典 編筑摩書房

913 (小説.物語) ちくま小説入門 紅野謙介, 清水良典 編筑摩書房

913 (小説.物語) ちくま小説入門  改訂版 紅野謙介, 清水良典 編筑摩書房

913 (小説.物語) テンペスト2－4巻 池上永一 角川書店

913 (小説.物語) ドクターぶたぶた 矢崎存美 光文社

913 (小説.物語) ノースライト 横山秀夫 新潮社

913 (小説.物語) ヒゲとナプキン 杉山文野 原案 小学館

913 (小説.物語) ふくわらい 西加奈子 朝日新聞出版

913 (小説.物語) プリテンド・ファーザー = Pretend Father 白岩玄 集英社

913 (小説.物語) まち 小野寺史宜 祥伝社

913 (小説.物語) ミシンと金魚 永井みみ 集英社

913 (小説.物語) ランチタイムのぶたぶた 矢崎存美 光文社



913 (小説.物語) 君のクイズ 小川哲 朝日新聞出版

913 (小説.物語) 月の満ち欠け 佐藤正午 岩波書店

913 (小説.物語) 光のとこにいてね 一穂ミチ 文藝春秋

913 (小説.物語) 首取物語 西條奈加 徳間書店

913 (小説.物語) 生命式 村田沙耶香 河出書房新社

913 (小説.物語) 川のほとりに立つ者は 寺地はるな 双葉社

913 (小説.物語) 貸本屋おせん 高瀬乃一 文藝春秋

913 (小説.物語) 地下の鳩 西加奈子 文藝春秋

913 (小説.物語) 踏切の幽霊 高野和明 文藝春秋

913 (小説.物語) 汝、星のごとく 凪良ゆう 講談社

913 (小説.物語) 白いしるし 西加奈子 新潮社

913 (小説.物語) 文具店シエル さとみ桜 KADOKAWA

913 (小説.物語) 編集者ぶたぶた 矢崎存美 光文社

913 (小説.物語) 満月珈琲店の星詠み 望月麻衣 文藝春秋

913 (小説.物語) 臨床の砦 夏川草介 小学館

914 (評論.小品.随筆) となりの脳世界 村田沙耶香 朝日新聞出版

914 (評論.小品.随筆) 私が食べた本 村田沙耶香 朝日新聞出版

914 (評論.小品.随筆) 小さいコトが気になります 益田ミリ 筑摩書房

914 (評論.小品.随筆) 日々臆測 ヨシタケシンスケ 光村図書出版

933 (小説) グレイス・イヤー キム・リゲット 早川書房

933 (小説) 一九八四 乔治·奥威尔 译林出版社

943 (小説) 田舎医者/断食芸人/流刑地で カフカ 光文社

953 (小説) 海底两万里 凡尔纳 中国文联出版社

986 (ﾙﾎﾟﾙﾀｰｼﾞｭ) ボタン穴から見た戦争 スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ岩波書店

G 山梨のトリセツ 昭文社

159 (人生訓.教訓) 我喜欢生命本来的样子 周国平 作家出版社

222 (中国) 现代中国的形成 1600-1949 李怀印 广西师范大学出版社

315 (政党.政治結社) 漫画百年党史•开天辟地 1921-1949 陈磊 浙江人民出版社

460 (生物科学.一般生物) 表里的生物(6年级) 冯至 长江文艺出版社

920 (中国文学) 一只特立独行的猪 王小波 中信出版社

920 (中国文学) 沉默的大多数 王小波 群言出版社

921 (詩歌.韻文.詩文) 宋词入门 诸葛忆兵 凤凰出版传媒集团

921 (詩歌.韻文.詩文) 唐诗(下) 李白|主编 北京日报报业集团

921 (詩歌.韻文.詩文) 唐诗(上) 李白|主编 北京日报报业集团

921 (詩歌.韻文.詩文) 唐诗(中) 李白|主编 北京日报报业集团

921 (詩歌.韻文.詩文) 唐诗入门 程章灿 凤凰出版社

921 (詩歌.韻文.詩文) 唐诗名篇鉴赏 刘学锴 黄山书社

921 (詩歌.韻文.詩文) 图解 李太白集 黄山书社

921 (詩歌.韻文.詩文) 诗集传 朱熹 集撰 中华书局

923 (小説) 一只小鸟 冰心 江苏科学技术出版社

923 (小説) 活着 余华 北京十月文艺出版社

923 (小説) 兄弟 Brothers 余华 北京十月文艺出版社

923 (小説) 侯大利刑偵筆記 小桥老树 上海文艺出版社

923 (小説) 侯大利刑偵筆記 小桥老树 上海文艺出版社

923 (小説) 侯大利刑偵筆記 小桥老树 上海文艺出版社

923 (小説) 再见李桥 玖月晞 作家出版社

923 (小説) 四世同堂 (下） 老舍 商务印书馆

923 (小説) 四世同堂 (上） 老舍 商务印书馆

923 (小説) 若春和景明 玖月晞 江苏凤凰文艺出版社

923 (小説) 若春和景明 玖月晞 江苏凤凰文艺出版社

923 (小説) 秋园 杨本芬 北京联合出版公司

923 (小説) 神雕侠侣 金庸 広州出版社

923 (小説) 神雕侠侣 金庸 広州出版社

923 (小説) 神雕侠侣 金庸 広州出版社

923 (小説) 神雕侠侣 金庸 広州出版社

923 (小説) 檀香刑 莫言 长江文艺出版社

923 (小説) 天才在左疯子在右(完整版) 高銘 北京聯合出版公司

923 (小説) 南江十七夏 玖月晞 百花洲文艺出版社

923 (小説) 南江十七夏 玖月晞 百花洲文艺出版社

923 (小説) 晚熟的人 A Late Bloomer 莫言 人民文学出版社

923 (小説) 樱花赞 冰心 江苏科学技术出版社

923 (小説) 红高粱 莫言 花城出版社

929 (東洋文学) 교과서 한국 대표 고전 소설 : 教科書韓国代表古典小説 박선희, 이동하 국민출판사

929 (東洋文学) 阿Q正传 魯迅 商务印书馆



929 (東洋文学) 나의 미친 페미니스트 여자친구 : 僕の狂ったフェミ彼女 민지형 나비클럽

929 (東洋文学) 내일도 야구 : 明日も野球 이석용 창비

929 (東洋文学) 달러구트 꿈 백화점 : ダラグート夢の百貨店 이미예 팩토리나인

929 (東洋文学) 달에게 들려주고 싶은 이야기 : 月に聞かせたい話 신경숙 문학동네

929 (東洋文学) 레모네이드 할머니 : レモネードおばあさん 현이랑 저 황금가지

929 (東洋文学) 목소리를 드릴게요 : 声をあげます 정세랑 저 아작

929 (東洋文学) 몬스터 차일드 : モンスターチャイルド 이재문 사계절

929 (東洋文学) 불편한 편의점 : 不便なコンビニ 김호연 나무옆의자

929 (東洋文学) 소설 도쿄 김학찬, 김민정, 정의신, 송재현, 후카자와 우시오아르띠잔

929 (東洋文学) 저주토끼 : 呪いのうさぎ 정보라 아작

929 (東洋文学) 책들의 부엌:本たちの台所 김지혜 팩토리나인

929 (東洋文学) 튜브 : 浮き輪 손원평 창비

929 (東洋文学) 파친코 : PACHINKO 이민진 인플루엔셜

929 (東洋文学) 학교 안에서 : 学校の中で 김혜정 저 사계절

929 (東洋文学) 할매가 돌아왔다 : おばあさんが帰ってきた 김범 다산책방

E 있으려나 서점 : あるかしら書店 요시타케 신스케 온다

과거가 남긴 우울 미래가 보낸 불안 후회, 자책, 걱정, 초조를 멈추는 심리학김아라 유노북스

식탁 위의 세계사 : 食卓の上野世界史 이영숙 창비

367 (家庭･性問題) 여자들의 사회 : 말해지지 않은 무궁무진한 여자들의 관계에 대하여권김현영 휴머니스트

은하수 교과서 한국문학 박경리 : 天の川 박경리 휴이넘

911 (詩歌) 백인일수 100명의 시인과 100편의 노래 : 100人一首 임찬수 문예원

911 (詩歌) 한국인이 가장 사랑하는 명시 100선 서정윤 북오션

901 (文学理論.作法) 짧은 소설 쓰는 법: 상처와 슬픔을 다독이는 소설 창작 안내서 이문영 서해문집

410 (数学) 어서 오세요, 이야기 수학 클럽에 숨겨진 수학 세포가 톡톡 깨어나는 특별한 수학 시간김민형 인플루엔셜

814 (語彙論) 속담이 백 개라도 꿰어야 국어왕 : ことわざ100個知って国語王 강효미 상상의집

519 (公害.環境工学) 우린 일회용이 아니니까 :  쓰레기 사회에서 살아남는 플라스틱 프리 실천법고금숙 슬로비

519 (公害.環境工学) 지구는 괜찮아, 우리가 문제지 : 地球は大丈夫、私たちが問題だよ- クァク・ジェシクの気候市民教室곽재식 저 어크로스

361 (社会学) 선량한 차별주의자 : 差別はたいてい悪意のない人がする 김지혜 창비

140 (心理学) 가짜뉴스의 심리학 : 결코 아니라고 생각하지만 나 또한 믿기 쉬운박준석 휴머니스트

221 (朝鮮) 지도로 읽는다 리스타트 한국사 도감 한국사를 다시 읽는 유성운의 역사정치유성운 이다미디어

933 (小説) Diamond Jacqueline Wilson CORGI Yearling

933 (小説) Emerald Star Jacqueline Wilson Corgi Yearling

933 (小説) Four Children and IT Jacqueline Wilson PUFFIN

933 (小説) Hetty Feather Jacqueline Wilson Corgi Yearling

933 (小説) How to be Popular Meg Cabot Macmillan

933 (小説) Jacky Daydream Jacqueline Wilson CORGI Yearling

933 (小説) Keeper of the Lost Cities: Stellarlune Shannon Messenger Simon & Schuster

933 (小説) Lily Alone Jacqueline Wilson CORGI Yearling

933 (小説) Little Darlings Jacqueline Wilson Corgi Yearlling

933 (小説) Looking for alaska John Green SPEAK

933 (小説) Model Under Cover Carina Axelsson

933 (小説) Model Under Cover Carina Axelsson

933 (小説) Pater Town John Green Bloomsbury

933 (小説) Queenie Jacqueline Wilson Corgi Yearling

933 (小説) Sapphire Battersea Jacqueline Wilson Corgi Yearling

933 (小説) The Ensemble Aja Gabel

933 (小説) The Potion Diaries Amy Alward Simon & Schuster

933 (小説) The Wedding Date Jasmine Guillory

933 (小説) Unscripted Nicole Kronzer Amulet Books

238 (ﾛｼｱ.北欧) Unwomanly Face Of War Svetlana Alexievich Penguin Classics

949 (その他のﾁｭｰﾄﾝ文学) Comet in Moominland Tove Jansson Puffin Books


