
所在 請求記号 書名 著者名 出版者

参考資料 071/ア/2021-8 朝日新聞縮刷版  - 2021-8 朝日新聞社

019.9/サ ドラゴン桜超バカ読書 : 思考力↑表現力↑読解力↑の東大式99冊! 桜木 建二 徳間書店

816.5/ゴ 小論文問題集・分析集：国公立大学・一般 学研アソシエ 学力開発事業部

002/ハ 学問の技法 ( ちくま新書 ) 橋本 努 筑摩書房

141.5/ニ 東大教授の考え続ける力がつく思考習慣 西成 活裕 あさ出版

333.8/シ 自分ごとからはじめよう SDGs探究ワークブック noa出版

336.2/ソ ゼロから学べる!ファシリテーション超技術 園部 浩司 かんき出版

336.2/フ ファシリテーションの教科書 グロービス 東洋経済新報社

372.53/フ 「探究」する学びをつくる : 社会とつながるプロジェクト型学習 藤原 さと 平凡社

374/ミ 著作権ハンドブック : 先生、勝手にコピーしちゃダメ 宮武 久佳 東京書籍

375.1/タ 深い学び 田村 学 東洋館出版社

375.17/タ ｢主体的･対話的で深い学び｣学習評価の手引き 田中 博之 教育開発研究所

375/サ 高校教員のための探究学習入門 : 問いから始める7つのステップ 佐藤 浩章 ナカニシヤ出版

379.6/ア 問いのデザイン : 創造的対話のファシリテーション 安斎 勇樹 学芸出版社

400/ス/1 スロウダウン  - [1] 荻野 哲矢 化学同人

816.5/ト 論文の教室 : レポートから卒論まで 戸田山 和久 NHK出版

総記 019.9/マ 旅をする本 : 開こう、心おどる読書の扉 丸山 晃 ラグーナ出版

140.4/カ 河合隼雄 : 物語とたましい 河合 隼雄 平凡社

146.8/ト 心はどこへ消えた? 東畑 開人 文藝春秋

159.84/イ 1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書 藤尾 秀昭 致知出版社

159/モ 最高の結果を引き出す質問力 : その問い方が、脳を変える! 茂木 健一郎 河出書房新社

205/レ REKIHAKU  - 002 人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 人間文化研究機構国立歴史民俗博物館

205/レ REKIHAKU  - 003 人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 人間文化研究機構国立歴史民俗博物館

209.74/サ 杉原千畝とコルベ神父 : 生命をみつめる 早乙女 勝元 新日本出版社

227.4/セ 一冊でわかるトルコ史 関 眞興 河出書房新社

235/イ 一冊でわかるフランス史 福井 憲彦 河出書房新社

236/イ 一冊でわかるスペイン史 永田 智成 河出書房新社

281.04/ズ 図解眠れなくなるほど面白い戦国武将の話 小和田 哲男 日本文芸社

281.04/モ モブなのにすごいことしちゃった!日本史の偉人たち 大澤 研一 朝日新聞出版

289.3/ヴ アンゲラ・メルケル : 東ドイツの物理学者がヨーロッパの母になるまで マリオン・ヴァン・ランテルゲム 東京書籍

289.3/ジ 13歳からのレイチェル･カーソン 上遠 恵子 かもがわ出版

290.93/セ 世界197カ国のふしぎな聖地&パワースポット ( 地球の歩き方BOOKS) 地球の歩き方

290.93/セ 世界のすごい城と宮殿333 ( 地球の歩き方BOOKS ) 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

302.23/タ シンガポールを知るための65章 田村 慶子 明石書店

302.53/ゲ 現代アメリカ社会を知るための63章 : 2020年代 明石 紀雄 明石書店

320.7/ヤ こども六法の使い方 山崎 聡一郎 弘文堂

333.8/ミ 武器ではなく命の水をおくりたい 中村哲医師の生き方 宮田 律 平凡社

336.49/キ 雑談の一流、二流、三流 桐生 稔 明日香出版社

361.45/コ 生き抜くためのメディア読解 小林 真大 笠間書院

361.45/ナ 人は話し方が9割 : 1分で人を動かし、100%好かれる話し方のコツ 永松 茂久 すばる舎

361.8/イ 格差と分断の社会地図 : 16歳からの<日本のリアル> 石井 光太 日本実業出版社

361.8/キ 差別はたいてい悪意のない人がする : 見えない排除に気づくための10章 キム ジヘ 大月書店

366.29/ナ/21 弁護士になるには ( なるにはBOOKS　) 飯島 一孝 ぺりかん社

366.4/シ 将来が見えてくる!日本の給料&職業図鑑Special 給料BANK 宝島社

371.47/マ しんどい時の自分の守り方 : 10代から知っておきたいメンタルケア 増田 史 ナツメ社

383.8/ヨ スイーツ歳時記&お菓子の記念日 吉田 菊次郎 松柏社

916/ブ/2 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー  - 2 ブレイディみかこ 新潮社

140/シ 心理学実践編 ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

404/サ 図解身近にあふれる「科学」が3時間でわかる本 左巻 健男 明日香出版社
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410.79/ス 数学パズル ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

410.79/ト 統計パズル ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

410/ハ マンガ一晩でわかる中学数学 ( ブルーバックス ) 端野 洋子 講談社

429.6/チ 超ひも理論 ( ニュートンムック) ニュートンプレス

443.9/ウ 宇宙のはじまり ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

451.28/フ 図解・天気予報入門  ( ブルーバックス ) 古川 武彦 講談社

451.85/ホ ドローダウン : 地球温暖化を逆転させる100の方法 ポール・ホーケン 山と溪谷社

457.87/タ 恐竜学者は止まらない! : 読み解け、卵化石ミステリー 田中 康平 創元社

470.4/モ 身近な雑草たちの奇跡 森 昭彦 SBクリエイティブ

489.56/ダ オオカミたちの隠された生活 ジム・ダッチャー エクスナレッジ

492.91/ヒ フライトナースの秘密 : ドクターヘリで出動する救急看護師の仕事 菱沼 秀一 彩流社

493.12/ヤ やせる科学 : 健康的にやせるための科学知識 ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

495.13/ホ 生理で知っておくべきこと : 自分の体を守る正しいデータを持てなかった女性たちへ 細川 モモ 日経BP

498.14/カ 看護師をめざすあなたへ 高橋 則子 日本看護協会出版会

498.39/ホ 科学的に元気になる方法集めました ライト版 堀田 秀吾 文響社

498.7/ナ 海をわたった母子手帳 : かけがえのない命をまもるパスポート 中村 安秀 旬報社

519/ウ これってホントにエコなの? ジョージーナ・ウィルソン=パウエル 東京書籍

523.16/カ 京都レトロモダン建物めぐり 片岡 れいこ メイツユニバーサルコンテンツ

523/イ 世界の名建築ヒストリア マグダレーナ・イェレンスカ エクスナレッジ

596.3/サ うちで作るチャーハンがウマい! 佐藤 樹里 池田書店

596.37/サ Salad Cafeのとっておきサラダベストセレクション ケンコーマヨネーズ株式会社 東京書店

654/シ 森林保護学の基礎 小池 孝良 農山漁村文化協会

659/キ 犬と歩けばワンダフル : 密着!猟犬猟師の春夏秋冬 北尾 トロ 集英社

686.04/コ 鉄道高速化物語 : 最速から最適へ 小島 英俊 創元社

796.02/ニ 考えて、考えて、考える 丹羽 宇一郎 講談社

798.5/ミ みんなで楽しむeスポーツ 田簔 健太郎 山川出版社

780.13/ニ スポーツボランティア読本 二宮 雅也 悠光堂

783.2/ヤ 努力の習慣化 柳田 将洋 KADOKAWA

言語 815.2/カ 数え方図鑑 : 身近なモノをなんでも数えてみたくなる! やまぐち かおり 日本図書センター

912.6/コ 僕がコントや演劇のために考えていること 小林 賢太郎 幻冬舎

913.6/イ おまえなんかに会いたくない 乾 ルカ 中央公論新社

913.6/カ さよならも言えないうちに ( [「コーヒーが冷めないうちに」シリーズ] ; 4 ) 川口 俊和 サンマーク出版

913.6/キ 君の顔では泣けない 君嶋 彼方 KADOKAWA

913.6/シ ないものねだりの君に光の花束を 汐見 夏衛 KADOKAWA

913.6/セ その扉をたたく音 瀬尾 まいこ 集英社

913.6/タ 5分後に恋の結末 : 春が来たら、泣くかもしれない 橘 つばさ 学研プラス

913.6/タ 夕焼け色のわすれもの たかの けんいち 講談社

913.6/ツ 暗鬼夜行 月村 了衛 毎日新聞出版

913.6/テ ガラスの海を渡る舟 寺地 はるな PHP研究所

913.6/ナ 大正浪漫 : YOASOBI『大正浪漫』原作小説 NATSUMI 双葉社

913.6/ニ スベらない同盟 にかいどう 青 講談社

913.6/ハ ベランダに手をふって 葉山 エミ 講談社

913.6/ヒ 本心 平野 啓一郎 文藝春秋

913.6/ワ オーラの発表会 綿矢 りさ 集英社

914.6/ヤ クリームシチュウはごはんに合うか否かなど 山本 ゆり 扶桑社

923.7/リ/2-1 三体  - 2[上] 劉 慈欣 早川書房

923.7/リ/2-2 三体  - 2[下] 劉 慈欣 早川書房

923.7/リ/3-1 三体  - 3[上] 劉 慈欣 早川書房

923.7/リ/3-2 三体  - 3[下] 劉 慈欣 早川書房

933.7/パ リキシャ★ガール ミタリ・パーキンス 鈴木出版

953.7/コ 三つ編み レティシア・コロンバニ 早川書房
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024/ア 本屋の新井 新井 見枝香 講談社

100/ヌ 大学4年間の哲学が10時間でざっと学べる 貫 成人 KADOKAWA

188.8/マ 仕事も人間関係もうまくいく放っておく力 枡野 俊明 三笠書房

288.4/ナ/ 残酷な王と悲しみの王妃  - [1] 中野 京子 集英社

457.87/カ 鳥類学者無謀にも恐竜を語る 川上 和人 新潮社

481.7/フ 動物になって生きてみた C.フォスター 河出書房新社

779.14/タ ホームレス中学生 田村 裕 幻冬舎

814/ヤ 文豪の凄い語彙力 山口 謠司 新潮社

901.3/ツ 創作の極意と掟 筒井 康隆 講談社

913.6/ア 壁 安部 公房 新潮社

913.6/ア/1 蒼穹の昴  - 1 浅田 次郎 講談社

913.6/イ こんなにも優しい、世界の終わりかた 市川 拓司 小学館

913.6/イ ルーズヴェルト・ゲーム 池井戸 潤 講談社

913.6/エ 怪奇小説集 : 共犯者 遠藤 周作 KADOKAWA

913.6/オ 川っぺりムコリッタ 荻上 直子 講談社

913.6/オ/3 エチュード春一番  - 第3曲 荻原 規子 KADOKAWA

913.6/カ/26 ソードアート・オンライン - 26 川原 礫 KADOKAWA

913.6/キ 君がくれた最後のピース 菊川 あすか 実業之日本社

913.6/ク 死刑にいたる病 櫛木 理宇 早川書房

913.6/コ わが名はオズヌ 今野 敏 小学館

913.6/サ 幻想列車 : 上野駅18番線 桜井 美奈 講談社

913.6/サ/2 准教授・高槻彰良の推察  - 2 澤村 御影 KADOKAWA

913.6/シ すべての神様の十月  - [1] 小路 幸也 PHP研究所

913.6/シ めだか、太平洋を往け 重松 清 幻冬舎

913.6/タ 戒名探偵卒塔婆くん 高殿 円 KADOKAWA

913.6/ナ 100万回生きたきみ 七月 隆文 KADOKAWA

913.6/ナ ひとつ宇宙(そら)の下 成田 名璃子 朝日新聞出版

913.6/ナ 殻割る音 中村 汐里 小学館

913.6/ナ 遮光 中村 文則 新潮社

913.6/ナ/4 東京すみっこごはん  - [4] 成田 名璃子 光文社

913.6/ナ/5 東京すみっこごはん  - [5] 成田 名璃子 光文社

913.6/ヌ カナコと加奈子のやり直し 額賀 澪 KADOKAWA

913.6/ハ 三千円の使いかた 原田 ひ香 中央公論新社

913.6/ハ 神さまを待っている 畑野 智美 文藝春秋

913.6/ヒ かぐや様は告らせたい : 天才たちの恋愛頭脳戦〜ファイナル 赤坂 アカ 集英社

913.6/ヒ 沈黙のパレード ([ガリレオ] ; 9 ) 東野 圭吾 文藝春秋

913.6/ヒ 放課後 東野 圭吾 講談社

913.6/フ この世界で君に逢いたい 藤岡 陽子 光文社

913.6/フ まぎわのごはん 藤ノ木 優 小学館

913.6/マ ミッキーマウスの憂鬱ふたたび 松岡 圭祐 新潮社

913.6/マ 完璧な母親 まさき としか 幻冬舎

913.6/マ/1 ハゲタカ  - [1]上 真山 仁 講談社

913.6/マ/2 ハゲタカ  - [1]下 真山 仁 講談社

913.6/ミ 30センチの冒険 三崎 亜記 文藝春秋

913.6/モ 癒し屋キリコの約束 森沢 明夫 幻冬舎

913.6/ヤ つながりの蔵 椰月 美智子 KADOKAWA

913.6/ヤ マイ・ダディ [及川 真実] 徳間書店

913.6/ヤ ルビンの壺が割れた 宿野 かほる 新潮社

913.6/ヤ 天使のナイフ 薬丸 岳 講談社

913.6/ヤ 迷犬マジック 山本 甲士 双葉社

913.6/ヨ おやすみ、東京 吉田 篤弘 角川春樹事務所

文庫



所在 請求記号 書名 著者名 出版者

913.68/カ 鎌倉燃ゆ 谷津 矢車 PHP研究所

913.68/ゴ 5分後に意外な結末ベスト・セレクション  - 心震える赤の巻 桃戸 ハル 講談社

914.6/ナ 新解さんの読み方 夏石 鈴子 角川書店

933.7/ソ 2分間ミステリ ドナルド･J.ソボル 早川書房

986/ア 戦争は女の顔をしていない スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ 岩波書店

210.34/ミ 女たちの壬申の乱 水谷 千秋 文藝春秋

210.7/ハ 太平洋戦争への道1931-1941 半藤 一利 NHK出版

232.8/イ シルクロードとローマ帝国の興亡 井上 文則 文藝春秋

239.3/シ ユーゴスラヴィア現代史 柴 宜弘 岩波書店

289.3/シ ヒトラー : 虚像の独裁者 芝 健介 岩波書店

302.1/ホ 「日本」ってどんな国? : 国際比較データで社会が見えてくる 本田 由紀 筑摩書房

304/タ 無理ゲー社会 橘 玲 小学館

304/フ 楽観論 古市 憲寿 新潮社

312.22/ハ 中国共産党帝国とウイグル 橋爪 大三郎 集英社

316.1/シ 従順さのどこがいけないのか 将基面 貴巳 筑摩書房

316.81/ス ヘイトスピーチと対抗報道 角南 圭祐 集英社

335.15/ヤ 世界を変える5つのテクノロジー : SDGs、ESGの最前線 山本 康正 祥伝社

335.8/シ ファッションの仕事で世界を変える : エシカル・ビジネスによる社会貢献 白木 夏子 筑摩書房

336.17/サ ルポ日本のDX最前線 酒井 真弓 集英社インターナショナル

361.4/シ ｢ひいき｣の構造 島田 裕巳 幻冬舎

361.42/イ 世間体国家・日本 : その構造と呪縛 犬飼 裕一 光文社

367.4/ア 「一人で生きる」が当たり前になる社会 荒川 和久 ディスカヴァー・トゥエンティワン

369/ハ 子ども介護者 : ヤングケアラーの現実と社会の壁 濱島 淑惠 KADOKAWA

370.4/ク 学校ってなんだ! : 日本の教育はなぜ息苦しいのか 工藤 勇一 講談社

372.10/マ 教育論の新常識 : 格差･学力･政策･未来 松岡 亮二 中央公論新社

372.38/イ フィンランドの教育はなぜ世界一なのか 岩竹 美加子 新潮社

373.1/ナ 学校の役割ってなんだろう 中澤 渉 筑摩書房

384.9/ア 長崎丸山遊廓 : 江戸時代のワンダーランド 赤瀬 浩 講談社

388.8/ト たぶん一生使わない?異国のことわざ111 時田 昌瑞 イースト・プレス

391.2/ス 日本大空襲「実行犯」の告白 : なぜ46万人は殺されたのか 鈴木 冬悠人 新潮社

391/チ 戦争はいかに終結したか : 二度の大戦からベトナム、イラクまで 千々和 泰明 中央公論新社

407/コ なぜ科学者は平気でウソをつくのか : 捏造と撤回の科学史 小谷 太郎 フォレスト出版

417/マ まんがと図解でわかる統計学 向後 千春 宝島社

491.34/キ 腸と森の「土」を育てる : 微生物が健康にする人と環境 桐村 里紗 光文社

493.7/ム はじめての精神医学 村井 俊哉 筑摩書房

516.1/タ 妙な線路大研究 : カラー版  - 首都圏篇 竹内 正浩 実業之日本社

519.13/フ 超入門カーボンニュートラル 夫馬 賢治 講談社

559.7/ゲ 原子の力を解放せよ : 戦争に翻弄された核物理学者たち 浜野 高宏 集英社

723/ナ/2 美貌のひと  - 2 中野 京子 PHP研究所

911.3/フ 俳句のきた道 : 芭蕉・蕪村・一茶 藤田 真一 岩波書店

914.6/カ 人間の値打ち 鎌田 實 集英社

316.1/ニ 日本学術会議の使命 ( 岩波ブックレット ) 池内 了 岩波書店

333.8/カ SDGs入門 ( 岩波ジュニアスタートブックス ) 蟹江 憲史 岩波書店

369.4/タ トットちゃんと訪ねた子どもたち : 撮り続けて三十五年 ( 岩波ブックレット ) 田沼 武能 岩波書店

377.21/シ 「私物化」される国公立大学 ( 岩波ブックレット ) 駒込 武 岩波書店

830.7/ト なんで英語、勉強すんの? ( 岩波ジュニアスタートブックス ) 鳥飼 玖美子 岩波書店

E/ア/3 旅の絵本 Ⅲ 安野 光雅 福音館書店

E/ノ へいわとせんそう たにかわ しゅんたろう ブロンズ新社

726.1/コ/1 戦争は女の顔をしていない  - 1 小梅 けいと KADOKAWA

726.1/コ/2 戦争は女の顔をしていない  - 2 小梅 けいと KADOKAWA

726.1/モ/132 はじめの一歩- 132 森川 ジョージ 講談社

柱棚

絵本

コミック

文庫

新書


