
所在 請求記号 書名 著者名 出版者

071/ア/2021-1 朝日新聞縮刷版  - 2021-1 朝日新聞社

071/ア/2021-2 朝日新聞縮刷版  - 2021-2 朝日新聞社

019.5/オ 中高生のための本の読み方 : 読書案内･ブックトーク･PISA型読解 大橋 崇行 ひつじ書房

280.4/ヤ 一度読んだら絶対に忘れない世界史人物事典 : 公立高校教師YouTuberが書いた 山崎 圭一 SBクリエイティブ

913.36/ゲ ｢源氏｣でわかる古典常識 富井 健二 学研教育出版

教師用 810/ゼ/2021 全国高校入試問題正解国語  - 2021年受験用 旺文社

007.60/サ 図解まるわかりデータベースのしくみ 坂上 幸大 翔泳社

007.60/マ 図解まるわかりセキュリティのしくみ 増井 敏克 翔泳社

007.64/マ 図解まるわかりプログラミングのしくみ 増井 敏克 翔泳社

104/オ むかしむかしあるところに、哲学者がやってきた。 小川 仁志 高橋書店

141.5/イ 「問う力」が最強の思考ツールである 井澤 友郭 フォレスト出版

146.8/ヤ 気もちのリテラシー : ｢わたし｣と世界をつなぐ12の感情 八巻 香織 太郎次郎社エディタス

159.7/キ きみがつくるきみがみつける社会のトリセツ 稲葉 麻由美 三恵社

159.7/サ ｢これからの世界｣を生きる君に伝えたいこと ウスビ･サコ 大和書房

159/キ 数えないで生きる 岸見 一郎 扶桑社

185.91/オ お寺のどうぶつ図鑑 今井 淨圓 二見書房

210.09/ユ 有職故実の世界 ( 別冊太陽 ) 八條 忠基 平凡社

210.04/ヤ 歴史のじかん 山崎 怜奈 幻冬舎

213.61/ト 江戸移住のすすめ 冨岡 一成 旬報社

291.087/イ いちばん美しい季節に行きたい日本の絶景365日 TABIZINE パイインターナショナル

291.36/オ 奥東京人に会いに行く 大石 始 晶文社

302.51/ゲ 現代カナダを知るための60章 ( エリア・スタディーズ ) 飯野 正子 明石書店

304/ナ 未来をつくるあなたへ ( 岩波ジュニアスタートブックス ) 中満 泉 岩波書店

327.6/ヒ ひとりぼっちが怖かった : きょうも傍聴席にいます 朝日新聞社会部 幻冬舎

361.454/ウ 呪いの言葉の解きかた 上西 充子 晶文社

361.454/オ よけいなひと言を好かれるセリフに変える言いかえ図鑑 大野 萌子 サンマーク出版

361/タ 社会学用語図鑑 : 人物と用語でたどる社会学の全体像 田中 正人 プレジデント社

366.29/ナ/29 小学校教諭になるには ( なるにはBOOKS ) 森川 輝紀 ぺりかん社

366.29/ナ/40 弁理士になるには ( なるにはBOOKS ) 藤井 久子 ぺりかん社

367.1/ハ エマ・ワトソンの国連スピーチを英語で読む 畠山 雄二 開拓社

368.6/イ キツネ目 : グリコ森永事件全真相 岩瀬 達哉 講談社

369.31/ミ 災害特派員 三浦 英之 朝日新聞出版

370.4/キ ｢ふつうの子｣なんて、どこにもいない 木村 泰子 家の光協会

376.8/ミ 国際学部 : 中高生のための学部選びガイド ( なるにはBOOKS ) 三井 綾子 ぺりかん社

384.5/ク ぼくらの60〜70年代宝箱 黒沢 哲哉 いそっぷ社

140/シ 心理学 実践編 ( ニュートンムック) ニュートンプレス

410/ス 数学の世界  - 図形編 ( ニュートンムック」 ) ニュートンプレス

410/ス 数学の世界  - 現代編 増補第2版 ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

421.2/ジ 時間 ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

429.6/チ 超ひも理論と宇宙のすべてを支配する数式 増補第2版 ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

440/イ 宇宙を生きる : 世界を把握しようともがく営み 磯部 洋明 小学館

441.1/ア 三体問題 ( ブルーバックス ) 浅田 秀樹 講談社

451/ゼ ゼロからわかる天気と気象 ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

460/カ/2 カラー図解アメリカ版 新･大学生物学の教科書  - 第2巻 ( ブルーバックス ) D.サダヴァ 講談社

467.2/モ 寿命遺伝子  ( ブルーバックス ) 森 望 講談社

491.3/ジ 人体  - 健康診断編 ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

491.358/シ 死とは何か 増補第2版 ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

493.7/セ 精神の病気  - 依存症編 ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

493.7/ミ 14歳からの精神医学 : 心の病気ってなんだろう 宮田 雄吾 日本評論社

495/シ 女子の心と体のトリセツ 神藤 多喜子 大和書房

498.6/イ 感染症時代のマスクの教科書 飯田 裕貴子 小学館

520.7/ク 建築家になりたい君へ ( 14歳の世渡り術 ) 隈 研吾 河出書房新社

523.1/コ/1 にっぽん建築散歩  - [正] 小林 泰彦 山と溪谷社

523.1/コ/2 にっぽん建築散歩  - 続 小林 泰彦 山と溪谷社

523.1/ニ 日本の建築家解剖図鑑 二村 悟 エクスナレッジ
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547.48/ニ 図解まるわかりWeb技術のしくみ 西村 泰洋 翔泳社

547.483/ジ 図解まるわかりネットワークのしくみ Gene 翔泳社

547.4833/ニ 図解まるわかりクラウドのしくみ 西村 泰洋 翔泳社

588.55/ミ 日本のワインで奇跡を起こす : 山梨のブドウ「甲州」が世界の頂点をつかむまで 三澤 茂計 ダイヤモンド社

596/リ リロ氏のホントにとてもくわしいホットサンドメーカーレシピ リロ氏 マキノ出版

609.021/イ ニッポンのサイズ図鑑 : イラストでわかる 石川 英輔 淡交社

685.213/ヤ 国道16号線 : ｢日本｣を創った道 柳瀬 博一 新潮社

芸術 772.1/ス 2.5次元文化論 : 舞台･キャラクター･ファンダム 須川 亜紀子 青弓社

367.6/フ 結愛へ : 目黒区虐待死事件 母の獄中手記 船戸 優里 小学館

913.6/イ 家庭教室 伊東 歌詞太郎 KADOKAWA

913.6/イ 拝啓パンクスノットデッドさま 石川 宏千花 くもん出版

913.6/ウ 旅する54字の物語 : 超短編小説で読む47都道府県 氏田 雄介 PHP研究所

913.6/オ 天使と悪魔のシネマ 小野寺 史宜 ポプラ社

913.6/シ さよなら噓つき人魚姫 汐見 夏衛 一迅社

913.6/ス/2 麦本三歩の好きなもの  - 第2集 住野 よる 幻冬舎

913.6/チ 傷痕のメッセージ 知念 実希人 KADOKAWA

913.6/テ ほたるいしマジカルランド 寺地 はるな ポプラ社

913.6/ナ エリーゼさんをさがして 梨屋 アリエ 講談社

913.6/ナ 広告の会社、作りました : 天津遠山合同会社 中村 航 ポプラ社

913.6/ヌ 転職の魔王様 額賀 澪 PHP研究所

913.6/ノ 七冊の『神曲』が断罪する七人のダンテ 野村 美月 KADOKAWA

913.6/ハ ウィズ･ユー 濱野 京子 くもん出版

913.6/ハ/17 都会(まち)のトム&ソーヤ  - 17 はやみね かおる 講談社

913.6/ヒ/ スガリさんの感想文はいつだって斜め上  平田 駒 河出書房新社

913.6/ミ いのちの停車場 南 杏子 幻冬舎

913.6/ミ ヴェルサイユ宮の聖殺人 宮園 ありあ 早川書房

913.6/モ あしたのことば 森 絵都 小峰書店

913.6/ヨ わんダフル･デイズ 横関 大 幻冬舎

913.6/ヨ 強制終了、いつか再起動 吉野 万理子 講談社

913.68/ヒ ひきこもり図書館 頭木 弘樹 毎日新聞出版

916/イ ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して考えた30のこと 五十嵐 大 幻冬舎

916/シ 仕事本 : わたしたちの緊急事態日記 左右社編集部 左右社

931.7/エ 袋鼠親爺の手練猫名簿 T.S.エリオット 評論社

933.7/イ クララとお日さま カズオ･イシグロ 早川書房

933.7/オ ザリガニの鳴くところ ディーリア･オーエンズ 早川書房

933/マ ぼく モグラ キツネ 馬 チャーリー･マッケジー 飛鳥新社

019.12/ア 本を読む本 M.J.アドラー 講談社

232.8/ア 古代ローマ人の24時間 : よみがえる帝都ローマの民衆生活 A.アンジェラ 河出書房新社

281.04/シ だからここにいる : 自分を生きる女たち 島崎 今日子 幻冬舎

361.4/カ 孤独の科学 : 人はなぜ寂しくなるのか ジョン・T.カシオポ 河出書房新社

420/ロ すごい物理学講義 カルロ・ロヴェッリ 河出書房新社

469.2/サ イヴの七人の娘たち : 遺伝子が語る人類の絆 ブライアン・サイクス 河出書房新社

723.1/ア 絵のある自伝 安野 光雅 文藝春秋

913.6/ア また君と出会う未来のために 阿部 暁子 集英社

913.6/ア 朝日堂オーダーメイド製本工房 相原 罫 KADOKAWA

913.6/ア/10 神様の御用人  - 10 浅葉 なつ KADOKAWA

913.6/ア/2 わたし、定時で帰ります。  - 2 朱野 帰子 新潮社

913.6/イ その冬、君を許すために いぬじゅん ポプラ社

913.6/イ バイバイ、ブラックバード 伊坂 幸太郎 双葉社

913.6/イ 青ノ果テ : 花巻農芸高校地学部の夏 伊与原 新 新潮社

913.6/オ Y田A子に世界は難しい 大澤 めぐみ 光文社

913.6/オ 君を愛したひとりの僕へ 乙野 四方字 早川書房

913.6/オ 僕が愛したすべての君へ 乙野 四方字 早川書房

913.6/カ 2.43 : 清陰高校男子バレー部  - 春高編1 壁井 ユカコ 集英社

913.6/カ 2.43 : 清陰高校男子バレー部  - 春高編2 壁井 ユカコ 集英社

913.6/カ 暗黒自治区 亀野 仁 宝島社

913.6/キ 花の下にて春死なむ 北森 鴻 講談社

913.6/キ 八月の六日間 北村 薫 KADOKAWA
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913.6/キ 路上のX 桐野 夏生 朝日新聞出版

913.6/コ 任俠浴場 今野 敏 中央公論新社

913.6/コ/5 さよならの言い方なんて知らない。 河野 裕 新潮社

913.6/サ 劇場版シグナル : 長期未解決事件捜査班 仁志 光佑 宝島社

913.6/シ クライム・プランナー 翔田 寛 角川春樹事務所

913.6/シ だから私は、明日のきみを描く 汐見 夏衛 スターツ出版

913.6/シ たてがみを捨てたライオンたち 白岩 玄 集英社

913.6/シ 思い出とひきかえに、君を 柴野 理奈子 集英社

913.6/シ 絶体絶命ラジオスター 志駕 晃 毎日新聞出版

913.6/タ 逆さに吊るされた男 田口 ランディ 河出書房新社

913.6/タ 私立シードゥス学院 : 小さな紳士の名推理 高里 椎奈 KADOKAWA

913.6/チ 祈りのカルテ 知念 実希人 KADOKAWA

913.6/ニ おまじない 西 加奈子 筑摩書房

913.6/ネ/1 ネメシス 今村 昌弘 講談社

913.6/ホ ボーダレス 誉田 哲也 光文社

913.6/ミ ウェンディのあやまち 美輪 和音 光文社

913.6/ミ 俺たちはそれを奇跡と呼ぶのかもしれない 水沢 秋生 光文社

913.6/ム 噓 村山 由佳 新潮社

913.6/ム 余命3000文字 村崎 羯諦 小学館

913.6/モ 大事なことほど小声でささやく 森沢 明夫 幻冬舎

913.6/モ 余命一年と宣告された僕が、余命半年の君と出会った話 森田 碧 ポプラ社

913.6/モ/2 満月珈琲店の星詠み  - [2] 望月 麻衣 文藝春秋

913.6/ユ 朽ちないサクラ 柚月 裕子 徳間書店

913.6/ワ 遠足はたまごサンド : 星空病院キッチン花 2 渡辺 淳子 角川春樹事務所

002/ハ 人間にとって教養とはなにか 橋爪 大三郎 SBクリエイティブ

007.13/ヒ AIの雑談力 東中 竜一郎 KADOKAWA

070.16/ア 真実をつかむ : 調べて聞いて書く技術 相澤 冬樹 KADOKAWA

070/シ はじめてのニュース・リテラシー 白戸 圭一 筑摩書房

141.5/ミ 問いの立て方 宮野 公樹 筑摩書房

141.72/ト 勉強する気はなぜ起こらないのか 外山 美樹 筑摩書房

168/ア ヒンドゥー教10講 赤松 明彦 岩波書店

210.04/シ 新説の日本史 : 最新研究 : 古代から近現代まで 河内 春人 SBクリエイティブ

289.3/ト ガウディ 鳥居 徳敏 筑摩書房

312/コ コロナ対策各国リーダーたちの通信簿 栗田 路子 光文社

335.5/ヤ 2025年を制覇する破壊的企業 山本 康正 SBクリエイティブ

361.42/イ 京都ぎらい 井上 章一 朝日新聞出版

371.42/ヨ ひきこもれ : ひとりの時間をもつということ 吉本 隆明 SBクリエイティブ

375/コ 問う方法・考える方法 : 「探究型の学習」のために 河野 哲也 筑摩書房

380.1/シ みんなの民俗学 : ヴァナキュラーってなんだ? 島村 恭則 平凡社

382.1/タ 日本人にとって干支とは何か : 東洋の科学「十干・十二支」の謎を解く 武光 誠 河出書房新社

417.6/カ でたらめの科学 : サイコロから量子コンピューターまで 勝田 敏彦 朝日新聞出版

453/カ 首都直下地震と南海トラフ 鎌田 浩毅 エムディエヌコーポレーション

488.99/ツ カラスをだます 塚原 直樹 NHK出版

809.2/コ コミュニケーション力を高めるプレゼン･発表術 上坂 博亨 岩波書店

059/ア/2021 朝日ジュニア学習年鑑  - 2021 朝日新聞出版

365/ネ 狙われる18歳!? ( 岩波ブックレット ) 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会 岩波書店

369.31/サ/2021 3.11を心に刻んで  - 2021 ( 岩波ブックレット ) 岩波書店編集部 岩波書店

451.85/コ 地球温暖化を解決したい : エネルギーをどう選ぶ? ( 岩波ジュニアスタートブックス ) 小西 雅子 岩波書店

453/カ 地震はなぜ起きる? ( 岩波ジュニアスタートブックス ) 鎌田 浩毅 岩波書店

911.3/コ 俳句部、はじめました : さくら咲く一度っきりの今を詠む ( 岩波ジュニアスタートブックス ) 神野 紗希 岩波書店

726.1/ス/46 ちはやふる  - 46 末次 由紀 講談社

726.1/ミ/15 ドラゴン桜2 : 東大合格請負漫画  - 15 三田 紀房 講談社

726.1/モ/130 はじめの一歩  - 130 森川 ジョージ 講談社
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