
所在 請求記号 書名 著者名 出版者

参考資料 071/ア/2021-4 朝日新聞縮刷版  - 2021-4 朝日新聞社

生徒用 376.8/ナ/(17) 経済学部 : 中高生のための学部選びガイド ( なるにはBOOKS ) 山下 久猛 ぺりかん社

教師用 375.1/ニ 高等学校教科と探究の新しい学習評価 西岡 加名恵 学事出版

141.5/ヒ 私がハーバードで学んだ世界最高の「考える力」 廣津留 すみれ ダイヤモンド社

141.5/ヘ クリティカル･シンキング ジョナサン･ヘイバー ニュートンプレス

146.8/オ ｢ほんのひと言｣に傷つかなくなる本 大嶋 信頼 大和書房

159/ニ 1%の努力 ひろゆき ダイヤモンド社

289.1/シ 牧野富太郎 : 日本植物学の父 清水 洋美 汐文社

292.5/イ インドを旅する55章 ( エリア・スタディーズ) 宮本 久義 明石書店

304/ポ ポストコロナ期を生きるきみたちへ 内田 樹 晶文社

331/ア/1 レモンをお金にかえる法  - “経済学入門”の巻 ルイズ・アームストロング 河出書房新社

333.8/ハ 10代からのSDGs : いま、わたしたちにできること 原 佐知子 大月書店

361.45/ダ 超トーク力 : 心を操る話し方の科学 メンタリストDaiGo CCCメディアハウス

366.29/イ/32 理容師・美容師の一日 ( 暮らしを支える仕事見る知るシリーズ ) WILLこども知育研究所 保育社

367.1/パ フェミニストってわけじゃないけど、どこか感じる違和感について パク ウンジ ダイヤモンド社

383.8/フ 縁食論 : 孤食と共食のあいだ 藤原 辰史 ミシマ社

383.81/ウ 美しい和菓子の図鑑 青木 直己 二見書房

404/ホ 法則の事典 : 52の科学の法則をやさしく解説 ( ニュートンムック) ニュートンプレス

407/リ 理系女性の人生設計ガイド : 自分を生かす仕事と生き方 ( ブルーバックス) 大隅 典子 講談社

410.4/ボ 公式より大切な｢数学｣の話をしよう ステファン･ボイスマン NHK出版

414.12/ホ 四角形の七不思議 : いちばん身近な図形の深遠な世界 ( ブルーバックス ) 細矢 治夫 講談社

421.2/フ アインシュタイン方程式を読んだら｢宇宙｣が見えた ( ブルーバックス ) 深川 峻太郎 講談社

430/サ 3時間でわかる化学 : 中学・高校の化学がやさしくわかる ( ニュートンムック) ニュートンプレス

440/サ 最新宇宙大図鑑220 ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

443.9/ウ 宇宙の終わり : 壮大な宇宙も永遠ではない ( ニュートンムック) ニュートンプレス

451/ア すごすぎる天気の図鑑 : 空のふしぎがすべてわかる! 荒木 健太郎 KADOKAWA

461/ナ WHAT IS LIFE? : 生命とは何か ポール・ナース ダイヤモンド社

469.43/ミ 私の顔はどうしてこうなのか : 骨から読み解く日本人のルーツ 溝口 優司 山と溪谷社

491.35/オ 老いの取扱説明書  ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

492/ビ 病気の科学知識  ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

498.14/ナ/1 病院というヘンテコな場所が教えてくれたコト。 : 現役看護師イラストエッセイ  - 1 仲本 りさ いろは出版

498.14/ナ/2 病院というヘンテコな場所が教えてくれたコト。 : 現役看護師イラストエッセイ  - 2 仲本 りさ いろは出版

498.39/イ 学校では教えてくれない自分を休ませる方法 井上 祐紀 KADOKAWA

498.41/サ 「雨ダルさん」の本 : 「雨の日、なんだか体調悪い」がスーッと消える 佐藤 純 文響社

498.55/ク くらしに役立つ栄養学 : かしこく摂って健康になる 新出 真理 ナツメ社

538.9/ス スペース･コロニー宇宙で暮らす方法 ( ブルーバックス) 向井 千秋 講談社

512/カ よくわかる測量 : マンガと図解で身につく 海津 優 ユーキャン学び出版

579.9/イ サステナブルビジネス : ｢持続可能性｣で判断し、行動する会社へ 出雲 充 PHP研究所

588.32/ワ パンのペリカンのはなし 渡辺 陸 二見書房

588.34/チ/2021 チョコレート検定公式テキスト  - 2021年版 明治チョコレート検定委員会 学研プラス

596.65/ワ バットや保存袋で作れるアイスクリーム&アイスケーキ 若山 曜子 マイナビ出版

596/ワ 10年かかって地味ごはん。 : 料理ができなかったからこそ伝えられるコツがある 和田 明日香 主婦の友社

726.10/カ 描きたい!!を信じる : 少年ジャンプがどうしても伝えたいマンガの描き方 週刊少年ジャンプ編集部 集英社

748/ア アニメのワンシーンのように。 : Akine Coco写真作品集 Akine Coco 芸術新聞社

スポーツ 783.7/ハ あの夏の正解 早見 和真 新潮社

811.2/コ 学校では教えてくれないゆかいな漢字の話 ( 14歳の世渡り術 ) 今野 真二 河出書房新社

829.14/ハ 韓国語の語源図鑑 : 一度見たら忘れない! 阪堂 千津子 かんき出版

913.6/イ 9月9日9時9分 一木 けい 小学館

913.6/イ ミュゲ書房 伊藤 調 KADOKAWA

913.6/イ 飛石を渡れば 一色 さゆり 淡交社

913.6/オ 薔薇のなかの蛇 恩田 陸 講談社

913.6/カ 医学のひよこ 海堂 尊 KADOKAWA

913.6/カ 最後は会ってさよならをしよう 神田 澪 KADOKAWA

913.6/カ 明け方の若者たち カツセ マサヒコ 幻冬舎

913.6/コ ラストは初めから決まっていた 小手鞠 るい ポプラ社

913.6/シ スイッチ : 悪意の実験 潮谷 験 講談社

913.6/タ 悲しみの夜にカピバラが教えてくれた大切なこと 瀧森 古都 SBクリエイティブ
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913.6/ナ 臨床の砦 夏川 草介 小学館

913.6/ヌ 風は山から吹いている 額賀 澪 二見書房

913.6/ハ 沙林 : 偽りの王国 帚木 蓬生 新潮社

913.6/ハ 小説8050 林 真理子 新潮社

913.6/マ 男の子になりたかった女の子になりたかった女の子 松田 青子 中央公論新社

913.68/ゴ 5分で読書 : 昼休みの冒険 更伊 俊介 KADOKAWA

913.68/ス Story for you ( tree ) 講談社 講談社

929.73/シ 父さんの手紙はぜんぶおぼえた タミ・シェム=トヴ 岩波書店

933.6/オ 若草物語 : Ⅰ&Ⅱ L.M.オルコット 講談社

933.7/モ アーニャは、きっと来る マイケル・モーパーゴ 評論社

327.6/サ 雪ぐ人 : 「冤罪弁護士」今村核の挑戦 佐々木 健一 新潮社

384.55/カ だるまちゃんの思い出 遊びの四季 かこ さとし 文藝春秋

759.9/ニ 日本のふくもの図鑑 上大岡 トメ マイナビ出版

811.2/ヨ 読めそうでギリギリ読めない漢字 日本語倶楽部 河出書房新社

913.6/ア 猫のお告げは樹の下で 青山 美智子 宝島社

913.6/イ 今、きみの瞳に映るのは。 いぬじゅん 実業之日本社

913.6/ウ 名探偵は反抗期 歌野 晶午 KADOKAWA

913.6/カ ぼくらが死神に祈る日 川崎 七音 KADOKAWA

913.6/キ この声が、きみに届くなら 菊川 あすか 集英社

913.6/キ はじめましてを、もう一度。 喜多 喜久 幻冬舎

913.6/キ 東京藝大仏さま研究室 樹原 アンミツ 集英社

913.6/キ 弁当屋さんのおもてなし  喜多 みどり KADOKAWA

913.6/コ きみは友だちなんかじゃない 神戸 遙真 集英社

913.6/コ ホテルクラシカル猫番館 : 横浜山手のパン職人  小湊 悠貴 集英社

913.6/サ 京都烏丸御池の名探偵 : 僕が謎を解く理由 才羽 楽 宝島社

913.6/サ 行動心理捜査官・楯岡絵麻vsミステリー作家・佐藤青南 佐藤 青南 宝島社

913.6/タ オロチの郷、奥出雲 高田 崇史 講談社

913.6/タ/2 私立シードゥス学院  - 2 高里 椎奈 KADOKAWA

913.6/ツ 僕と彼女の左手 辻堂 ゆめ 中央公論新社

913.6/ト 胸が鳴るのは君のせい 紺野 りさ 小学館

913.6/ナ キャラクター 長崎 尚志 小学館

913.6/ナ/1 鬼人幻燈抄  - 1 中西 モトオ 双葉社

913.6/ニ モルグ街の美少年 西尾 維新 講談社

913.6/ヌ 完パケ! 額賀 澪 講談社

913.6/ヒ/1 放課後はミステリーとともに 東川 篤哉 実業之日本社

913.6/ヒ/2 探偵部への挑戦状 : 放課後はミステリーとともに 東川 篤哉 実業之日本社

913.6/マ カモフラージュ 松井 玲奈 集英社

913.6/マ コンビニ兄弟 : テンダネス門司港こがね村店 町田 そのこ 新潮社

913.6/ミ 誰かが足りない 宮下 奈都 双葉社

913.6/ム われら滅亡地球学クラブ 向井 湘吾 幻冬舎

913.6/ム 女のいない男たち 村上 春樹 文藝春秋

913.6/ヤ 吉野北高校図書委員会 山本 渚 KADOKAWA

913.6/ワ ヒノマルソウル : 舞台裏の英雄たち 杉原 憲明 小学館

913.68/ア あの日、あの駅で。 : 駅小説アンソロジー ほしお さなえ 集英社

913.68/キ 教科書名短篇 : 家族の時間 中央公論新社 中央公論新社

913.68/キ 教科書名短篇 : 人間の情景 中央公論新社 中央公論新社

935.7/ハ チャリング・クロス街84番地 ヘレーン・ハンフ 中央公論新社

019.9/ブ あの人が好きって言うから…有名人の愛読書50冊読んでみた ブルボン小林 中央公論新社

104/イ 哲学思考トレーニング 伊勢田 哲治 筑摩書房

141.6/ナ 生贄探し : 暴走する脳 中野 信子 講談社

150/サ 「倫理の問題」とは何か : メタ倫理学から考える 佐藤 岳詩 光文社

159/カ/ 悩む力  - [正] 姜 尚中 集英社

288.49/ナ 名画で読み解くプロイセン王家12の物語 中野 京子 光文社

291.36/ヤ 東京パンデミック : 写真がとらえた都市盛衰 山岸 剛 早稲田大学出版部

291/イ 地名崩壊 今尾 恵介 KADOKAWA

302.38/ナ ロシアを決して信じるな 中村 逸郎 新潮社

302.4/ベ アフリカ 人類の未来を握る大陸 別府 正一郎 集英社

304/ア 新しい世界 : 世界の賢人16人が語る未来 クーリエ・ジャポン 講談社

361.4/ア 聞く力 : 心をひらく35のヒント 阿川 佐和子 文藝春秋

367.7/ナ 多死社会に備える : 介護の未来と最期の選択 長岡 美代 平凡社

367.9/エ みんな自分らしくいるためのはじめてのLGBT 遠藤 まめた 筑摩書房
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369/シ ヤングケアラー : 介護を担う子ども・若者の現実 澁谷 智子 中央公論新社

388.22/ミ 日本人が知らない｢スーホの白い馬｣の真実 ミンガド･ボラグ 扶桑社

410/サ 深掘り!中学数学 : 教科書に書かれていない数学の話 坂間 千秋 岩波書店

460/コ 生物はなぜ死ぬのか 小林 武彦 講談社

493.73/ス 壊れた脳と生きる 鈴木 大介 筑摩書房

548.3/イ ロボットとは何か : 人の心を映す鏡 石黒 浩 講談社

673.7/ア 商店街はなぜ滅びるのか : 新 雅史 光文社

914.6/ハ 人はなぜ「美しい」がわかるのか 橋本 治 筑摩書房

407/マ なぜ私たちは理系を選んだのか ( 岩波ジュニアスタートブックス ) 桝 太一 岩波書店

445/サ 地球以外に生命を宿す天体はあるのだろうか? ( 岩波ジュニアスタートブックス ) 佐々木 貴教 岩波書店

451.85/ウ 気候崩壊 : 次世代とともに考える ( 岩波ブックレット ) 宇佐美 誠 岩波書店

483.35/オ サンゴは語る ( 岩波ジュニアスタートブックス ) 大久保 奈弥 岩波書店

814.7/ズ/2021 <図解>まるわかり時事用語 : 世界と日本の最新ニュースが一目でわかる!- 2021→2022年版 ニュース･リテラシー研究所 新星出版社

837/テ/2021-1 天声人語 = VOX POPULI,VOX DEI  - 2021春 朝日新聞論説委員室 原書房

絵本 E/レ みずをくむプリンセス スーザン・ヴァーデ さ・え・ら書房

明星・郷土291.36/カ 府中まちあるきイラストガイド かぶらぎ みなこ 遊泳舎

726.1/ゴ/1-23 鬼滅の刃  - 1-23 ( ジャンプコミックス ) 吾峠 呼世晴 集英社

726.1/ネ/8 薬屋のひとりごと  - 8 ( ビッグガンガンコミックス ) 日向 夏 スクウェア・エニックス
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