
分類記号 書名 著者名 出版者

007 (情報科学) 世界2.0 佐藤航陽 幻冬舎

015 (図書館奉仕.活動) 図書館にまいこんだこどもの大質問 こどもの大質問編集部 編 青春出版社

069 (博物館) 世にも奇妙な博物館 丹治俊樹 みらいパブリッシング

209 (世界史.文化史) 古代オリエント全史 小林登志子 中央公論新社

209 (世界史.文化史) 複合戦争と総力戦の断層 山室信一 人文書院

210（日本史） 人物で学ぶ日本古代史 新古代史の会 編 吉川弘文館

227 古代メソポタミア全史 小林登志子 中央公論新社

288 (系譜.家史.皇室) 氏名の誕生 尾脇秀和 筑摩書房

289 (個人伝記) ドロシー・ホジキン ジョージナ・フェリー アトラス出版

289 (個人伝記) ラボ・ガール ホープ・ヤーレン 化学同人

289 (個人伝記) ノーベル賞学者バーバラ・マクリントックの生涯 RAY SPANGENBURG, 養賢堂

289 (個人伝記) マリー・キュリー ナオミ・パサコフ 大月書店

291 (日本) 都道府県別日本の地理データマップ  第4版 全8巻 松田博康 監修 小峰書店

297 (ｵｾｱﾆｱ.両極地方) 北極と南極 = Arctic & Antarctic 田邊優貴子 文一総合出版

312 (政治史･事情) 歴代内閣・首相事典  増補版 鳥海靖, 季武嘉也 編 吉川弘文館

329 (国際法) パリの国連で夢を食う。 川内有緒 幻冬舎

332 (経済史･事情.経済体) アフター・アベノミクス 軽部謙介 岩波書店

334 (人口.土地.資源) アフリカを活用する 平野千果子 人文書院

361 (社会学) 聞く技術聞いてもらう技術 東畑開人 筑摩書房

369 (社会福祉) 図解でわかる14歳からの自然災害と防災 社会応援ネットワーク 太田出版

376 (幼児･初等.中等教育) 青少年赤十字のひみつ オフィス・イディオム （構成） Gakken

377 (大学.高等･専門教育) ようこそドボク学科へ! 佐々木葉 監修 学芸出版社

402 (科学史･事情) 世界を変えた10人の女性科学者 キャサリン・ホイットロック 化学同人

402 (科学史･事情) 世界を変えた50人の女性科学者たち レイチェル・イグノトフスキー 創元社

402 (科学史･事情) 理系の扉を開いた日本の女性たち 西條敏美 新泉社

407 (研究･指導法.科学教) 世界の研究者が調べたすごすぎる実験の図鑑 ㈱ライブ 編集 カンゼン

407 (研究･指導法.科学教) 理系の女の生き方ガイド 宇野賀津子, 坂東昌子 著 講談社

412 (数論) 見て楽しむ数のふしぎショートストーリー200 ジュリア・コリンズ 丸善出版

420 (物理学) 数学ガールの物理ノート 結城浩 SBクリエイティブ

420 (物理学) 一生モノの物理学 鎌田浩毅, 米田誠 祥伝社

421 (理論物理学) 量子力学の多世界解釈 和田純夫 講談社

421 (理論物理学) 時間は存在しない カルロ・ロヴェッリ NHK出版

429 (原子物理学) ブロックで学ぶ素粒子の世界 ベン・スティル 白揚社

430 (化学) 亀田和久の化学基礎が面白いほどわかる本 亀田和久 KADOKAWA

430 (化学) 読むだけで身につく化学千夜一夜物語 太田博道 化学同人

443 (恒星.恒星天文学) 星空の図鑑 Will Gater, Giles Sparrow 誠文堂新光社

451 (気象学) 雷の疑問56 鴨川仁, 吉田智, 森本健志 共著 成山堂書店

455 (一般地質学) 年代で見る日本の地質と地形 高木秀雄 誠文堂新光社

460 (生物科学.一般生物) 科学はこのままでいいのかな 中村桂子 筑摩書房

460 (生物科学.一般生物) 人間は、いちばん変な動物である 日髙敏隆 山と溪谷社

460 (生物科学.一般生物) 生命誌とは何か 中村桂子 講談社

463 (細胞学) リズムの生物学 柳澤桂子 講談社

467 (遺伝学.進化論) 分子進化のほぼ中立説 太田朋子 講談社

468 (生態学) 実践で学ぶ〈生物多様性〉 鷲谷いづみ 岩波書店

468 (生態学) 絵でわかる生態系のしくみ 鷲谷いづみ 講談社

468 (生態学) 生き物はどのように土にかえるのか 大園享司 ベレ出版



469 (人類学) 進化と人間行動  第2版 長谷川寿一, 長谷川眞理子, 大槻久 東京大学出版会

471 (一般植物学) バナナの種はどこへいった? 川幡智佳 実務教育出版

472 (植物地理.植物誌) 有職植物図鑑 八條忠基 平凡社

477 (種子植物) めばなとおばなのものがたり図鑑 小池一臣 三省堂書店/創英社

480 (動物学) 日本の美しい水族館 銀鏡つかさ 写真・文 エクスナレッジ

481 (一般動物学) キリンのひづめ、ヒトの指 郡司芽久 NHK出版

481 (一般動物学) 奇想天外な目と光のはなし 入倉隆 雷鳥社

481 (一般動物学) 悪のいきもの図鑑 竹内久美子 平凡社

481 (一般動物学) 正解は一つじゃない子育てする動物たち 齋藤慈子, 平石界, 久世濃子 編 東京大学出版会

485 (節足動物) 日本のクモ  増補改訂版 新海栄一 文一総合出版

486 (昆虫類) サイレント・アース デイヴ・グールソン NHK出版

486 (昆虫類) 「ゴキブリ嫌い」だったけどゴキブリ研究はじめました 柳澤静麿 イースト・プレス

487 (脊椎動物) 両生類・はちゅう類  新版 松井正文, 疋田努, 太田英利 監修・執筆小学館

488 (鳥類) 日本鳥類図譜 久保敬親 写真 山と溪谷社

489 (哺乳類) 日本哺乳類図譜 久保敬親 写真 山と溪谷社

489 (哺乳類) 海棲哺乳類大全 田島木綿子, 山田格 総監修 緑書房

489 (哺乳類) 超危険!スズメバチLIFE 丸沢丸 講談社

489 (哺乳類) くらべてわかる哺乳類 小宮輝之 山と溪谷社

490 (医学) 生命倫理のレッスン 小林亜津子 筑摩書房

493 (内科学.精神医学.小) どうする!?新型コロナ 岡田晴恵 岩波書店

493 (内科学.精神医学.小) 脳からみた自閉症 大隅典子 講談社

498 (衛生学.公衆衛生.法) NHK出版健やかな毎日のための栄養大全 上西一弘, 藤井義晴, 吉田宗弘 監修 NHK出版

498 (衛生学.公衆衛生.法) ほどよいストレスが人を若くする 跡見順子 サンマーク出版

498 (衛生学.公衆衛生.法) ダイエットの科学 ティム・スペクター 著 白揚社

518 (衛生工学.都市工学) 図解でわかる14歳から知るごみゼロ社会 インフォビジュアル研究所 太田出版

519 (公害.環境工学) 気候変動と環境危機 グレタ・トゥーンベリ 編 河出書房新社

519 (公害.環境工学) みんなで考える脱炭素社会 松尾博文 日経BP

525 (建築計画･施工) こどもとおとなの空間デザイン 仲綾子, TeamM乃村工藝社 編 産学社

538 (航空宇宙工学) 図解でわかる14歳からの宇宙活動計画 インフォビジュアル研究所 太田出版

560 (金属工学.鉱山工学) 元素のふるさと図鑑 西山孝 化学同人

572 (電気化学工業) トコトンやさしい二次電池の本  新版 小山昇, 脇原將孝 日刊工業新聞社

575 (燃料.爆発物) バイオコークス = Biocoke 井田民男 コロナ社

588 (食品工業) 図解よくわかるフードテック入門 三輪泰史 編 日刊工業新聞社

596 (食品.料理) 調理学実験書 小川宣子, 真部真里子 編著 光生館

596 (食品.料理) NHK出版からだのための食材大全 池上文雄, 加藤光敏, 河野博, 三浦理代, 山本謙治 監修NHK出版

610 (農業) つくると食べるをつなぐサイエンス 三本木至宏 監修 恒星社厚生閣

613 (農業基礎学) 図解でよくわかる土壌微生物のきほん 横山和成 監修 誠文堂新光社

615 (作物栽培.作物学) 草取りにワザあり! 西尾剛 誠文堂新光社

619 (農産製造) よくわかる最新代替肉の基本と仕組み 齋藤勝裕 秀和システム

626 (蔬菜園芸) 野菜と果物すごい品種図鑑 竹下大学 エクスナレッジ

626 (蔬菜園芸) 機能性野菜の教科書 中野明正 編 誠文堂新光社

645 (家畜各論) 犬の問題行動の教科書 奥田順之 緑書房

666 (水産増殖.養殖業) ヘビ大図鑑 中井穂瑞領 誠文堂新光社

706 (学会.団体.会議) 新・美術空間散歩 青野尚子, シヲバラタク 日東書院本社

726 (漫画.挿絵.童画) 本の虫ミミズクくん 2= Mimizuku-kun is a bookwormカラシユニコ 小学館

726 (漫画.挿絵.童画) 漫画 罪と罰 ドストエフスキー 原作 講談社

780 (ｽﾎﾟｰﾂ.体育) 図解眠れなくなるほど面白い物理でわかるスポーツの話望月修 日本文芸社



837 (読本.解釈.会話) 緋文字 ナサニエル・ホーソン IBCパブリッシング

837 (読本.解釈.会話) 美女と野獣 ザンティ・スミス-セラフィン アイビーシーパブリッシング

910 (日本文学) 日本文学の見取り図 千葉一幹, 西川貴子ほか ミネルヴァ書房

913 (小説.物語) 荒地の家族 佐藤厚志 新潮社

913 (小説.物語) これは経費で落ちません!9 青木祐子 集英社

913 (小説.物語) さよならの言い方なんて知らない。 河野裕 新潮社

913 (小説.物語) 玉依姫 阿部智里 文藝春秋

913 (小説.物語) 幾千年の声を聞く 青羽悠 中央公論新社

913 (小説.物語) ある男 平野啓一郎 文藝春秋

914 (評論.小品.随筆) 信じた道の先に、花は咲く。 太田朋子 マガジンハウス

914 (評論.小品.随筆) 晴れたら空に骨まいて 川内有緒 講談社

916 (ﾙﾎﾟﾙﾀｰｼﾞｭ) パンと野いちご 山崎佳代子 勁草書房

933 (小説) 木曜殺人クラブ リチャード・オスマン 早川書房

933 (小説) The Man Who Died Twice Richard Osman Penguin Books

933 (小説) THE THURSDAY MURDER CLUB Richard Osman Penguin Books

933 (小説) 緋文字 ホーソーン 光文社

933 (小説) アーサー王物語 ジェイムズ・ノウルズ 偕成社


