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参考資料 071/ア/2021-11 朝日新聞縮刷版 - 2021-11 朝日新聞社

007.6/ヒ 図解大学4年間のデータサイエンスが10時間でざっと学べる 久野 遼平 KADOKAWA

210.47/チ 地域別×武将だからおもしろい戦国史 小和田 哲男 朝日新聞出版

319/コ 大学4年間の国際政治学が10時間でざっと学べる 小原 雅博 KADOKAWA

361/デ 大学4年間の社会学が10時間でざっと学べる 出口 剛司 KADOKAWA

375/キ 成績が上がる学びの習慣 紀野 紗良 KADOKAWA

417/ク 大学4年間の統計学が10時間でざっと学べる 倉田 博史 KADOKAWA

675/ア 大学4年間のマーケティングが10時間でざっと学べる 阿部 誠 KADOKAWA

702.3/イ 大学4年間の西洋美術史が10時間でざっと学べる 池上 英洋 KADOKAWA

811.2/エ 語彙力をつける入試漢字2600 円満字 二郎 筑摩書房

814.6/ム 読解古文単語343 村田 正純 筑摩書房

816.5/イ 文章が苦手でも「受かる小論文」の書き方を教えてください。 今道 琢也 朝日新聞出版

816/ミ 短くても伝わる文章の書き方 白藍塾 日本能率協会マネジメントセンター

817.5/サ 読解評論文キーワード 斎藤 哲也 筑摩書房

835/マ 一度読んだら絶対に忘れない英文法の教科書 牧野 智一 SBクリエイティブ

837.8/オ 一億人の英会話 : ｢話すため｣に必要な英文の全パターンドリル 大西 泰斗 ナガセ

教師用 002.7/ト 大学での学び方 : ｢思考｣のレッスン 東谷 護 勁草書房

007.13/ア ロボットは東大に入れるか 新井 紀子 新曜社

007.13/デ レンブラントの身震い マーカス･デュ･ソートイ 新潮社

007.64/チ 14歳からのプログラミング 千葉 滋 東京大学出版会

121.6/サ 高校生のための人物に学ぶ日本の思想史 佐伯 啓思 ミネルヴァ書房

146.8/コ 一生使える!プロカウンセラーの傾聴の基本 古宮 昇 総合法令出版

146.8/ナ 自己肯定感の教科書 中島 輝 SBクリエイティブ

146.8/ナ 自己肯定感365日BOOK : 毎日みるだけ! 中島 輝 SBクリエイティブ

150/モ 修身教授録 : 現代に甦る人間学の要諦 森 信三 竹井出版

159.8/シ 幸せの鍵が見つかる世界の美しいことば 前田 まゆみ 創元社

159/タ 為末メソッド : 自分をコントロールする100の技術 為末 大 日本図書センター

159.7/タ 人間の条件 : そんなものない 立岩 真也 新曜社

175.9/ホ 異界神社 : ニッポンの奥宮 本田 不二雄 駒草出版

188.84/コ 心をととのえるスヌーピー : 悩みが消えていく禅の言葉 チャールズ･M.シュルツ 光文社

193.5/ス イラストで読む新約聖書の物語と絵画 杉全 美帆子 河出書房新社

210.1/フ 日本史見るだけブック 福田 智弘 辰巳出版

210.25/チ 地図でスッと頭に入る縄文時代 山田 康弘 昭文社

210.5/イ 一冊でわかる江戸時代 大石 学 河出書房新社

213.6/ト 東京に生きた縄文人 東京都江戸東京博物館TOTO出版

215.6/フ 災害とたたかう大名たち 藤田 達生 KADOKAWA

221.01/イ 一冊でわかる韓国史 六反田 豊 河出書房新社

281.04/イ 偉人たちの人生図鑑 : 教養としての日本史 山崎 圭一 宝島社

289.1/イ 死ぬまで、働く。 池田 きぬ すばる舎

289.1/ヤ 挑戦 : 常識のブレーキをはずせ 山中 伸弥 講談社

289.3/ギ ハーベン : ハーバード大学法科大学院初の盲ろう女子学生の物語 ハーベン･ギルマ 明石書店

291.09/チ 地図で旅する!日本の名城 千田 嘉博 JTBパブリッシング

292/チ 地図でスッと頭に入るアジア25の国と地域 井田仁康 昭文社

293.89/チ マイフィンランドルーティン100 週末北欧部chika ワニブックス

293/チ 地図でスッと頭に入るヨーロッパ47カ国 ジョン･タウンゼント 昭文社

302.22/イ 池上彰の世界の見方 中国 : 巨龍に振り回される世界 池上 彰 小学館

302.25/モ モルディブを知るための35章 荒井 悦代 明石書店

304/ニ 誰も教えてくれない日本の不都合な現実 ひろゆき きずな出版

312.1/イ 高校生のための人物に学ぶ日本の政治経済史 猪木 武徳 ミネルヴァ書房
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320/ヤ こども六法練習帳 山崎 聡一郎 永岡書店

331.19/ナ ｢原因と結果｣の経済学 : データから真実を見抜く思考法 中室 牧子 ダイヤモンド社

333.8/ウ WE HAVE A DREAM : 201カ国202人の夢×SDGs WORLD DREAM PROJECT いろは出版

335.13/ベ Invent & Wander : ジェフ･ベゾスCollected Writings ジェフ･ベゾス ダイヤモンド社

336/ホ ビジネススキル図鑑 堀 公俊 日経BPマーケティング

361.45/ウ 人間関係で｢疲れない心｣に変わる言いかえのコツ 植西 聰 講談社

361.45/ナ 人は聞き方が9割 永松 茂久 すばる舎

366.29/イ/33 司書の一日 WILLこども知育研究所保育社

366.29/ナ/100 介護福祉士になるには (なるにはBOOKS) 渡辺 裕美 ぺりかん社

366.29/ナ/63 社会保険労務士になるには (なるにはBOOKS) 池田 直子 ぺりかん社

366.29/ナ/84 日本語教師になるには (なるにはBOOKS) 益田 美樹 ぺりかん社

366.29/マ 英語で仕事をしたい人の必修14講 松崎 久純 慶應義塾大学出版会

367.1/シ 女性の世界地図 : 女たちの経験・現在地･これから ジョニー･シーガー 明石書店

367.3/タ 絶縁家族終焉のとき : 試される「家族」の絆 橘 さつき さくら舎

367.9/マ あいつゲイだって : アウティングはなぜ問題なのか? 松岡 宗嗣 柏書房

369.16/オ 対人援助の現場で使える言葉<以外>で伝える技術便利帖 大谷 佳子 翔泳社

369.26/ム おばあちゃんが、ぼけた。 村瀬 孝生 新曜社

369.3/サ 図解身近にあふれる｢自然災害｣が3時間でわかる本 左巻 健男 明日香出版社

369.4/シ/1 生まれ、育つ基盤 : 子どもの貧困と家族･社会 松本 伊智朗 明石書店

369.4/シ/2 遊び･育ち･経験 : 子どもの世界を守る 小西 祐馬 明石書店

369.4/シ/3 教える･学ぶ : 教育に何ができるか 佐々木 宏 明石書店

369.4/シ/4 大人になる・社会をつくる : 若者の貧困と学校･労働･家族 杉田 真衣 明石書店

369.4/シ/5 支える･つながる : 地域･自治体･国の役割と社会保障 山野 良一 明石書店

369.43/ナ 児童養護施設で暮らすということ 楢原 真也 日本評論社

369/ヤ ヤングケアラーわたしの語り : 子どもや若者が経験した家族のケア･介護 澁谷 智子 生活書院

371.45/ナ 私たちは何を悩んできたか : 高校生が語った子どものころの悩み 永野 恒雄 同時代社

375.18/ナ そろそろ、部活のこれからを話しませんか : 未来のための部活講義 中澤 篤史 大月書店

375.76/オ 平成日本の音楽の教科書 大谷 能生 新曜社

382.24/オ ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと 奥野 克巳 亜紀書房

007.13/ゼ ゼロからわかる人工知能 (ニュートンムック) ニュートンプレス

116/タ 楽しみながら身につく論理的思考 (ニュートンムック) ニュートンプレス

280/パ すてきで偉大な女性たちが地球を守った ケイト･パンクハースト 化学同人

331/セ 実践行動経済学 リチャード･セイラー 日経BP社

402.1/イ 高校生のための人物に学ぶ日本の科学史 池内 了 ミネルヴァ書房

402/カ 科学史ひらめき図鑑 杉山 滋郎 ナツメ社

403.6/コ/95(2022) 理科年表 -令和4年 国立天文台 丸善出版

404/イ 科学的とはどういうことか : いたずら博士の科学教室 板倉 聖宣 仮説社

404/サ サイエンス・ネクスト : 科学者たちの未来予測 ジム･アル₌カリーリ 河出書房新社

404/ゼ 銀河の片隅で科学夜話 全 卓樹 朝日出版社

407/モ ものが語る教室 : ジュゴンの骨からプラスチックへ 盛口 満 岩波書店

409.1/イ 科学者が消える : ノーベル賞が取れなくなる日本 岩本 宣明 東洋経済新報社

410.2/ス <図説>世界史を変えた数学 ロバート･スネデン 原書房

410.4/コ 「数学をする」ってどういうこと? 小山 信也 技術評論社

410.4/ベ 身の回りを数学で説明する事典 コリン･ベバリッジ ニュートンプレス

410.79/イ 数学クラスタが集まって本気で大喜利してみた いっくん KADOKAWA

410.79/ヨ 解き続けたくなる数学 横山 明日希 日東書院本社

410.79/ヨ 文系も理系もハマる数学クイズ100 : 解けば解くほど、頭が鋭くなる! 横山 明日希 青春出版社

410.8/ウ/1 方程式を解く 宇沢 弘文 岩波書店

410.8/ウ/2 図形を考える 宇沢 弘文 岩波書店

410.8/ウ/3 代数で幾何を解く 宇沢 弘文 岩波書店

410.8/ウ/4 図形を変換する 宇沢 弘文 岩波書店
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410.8/ウ/5 関数をしらべる 宇沢 弘文 岩波書店

410.8/ウ/6 微分法を応用する 宇沢 弘文 岩波書店

410/ア ハッピーになれる算数 新井 紀子 新曜社

410/ア 生き抜くための数学入門 新井 紀子 新曜社

410/ク 算数から数学へ 黒木 哲徳 日本評論社

410/サ この数学,いったいいつ使うことになるの? Hal Saunders 共立出版

410/シ 数学の傑作を味わう : 驚異の23のエッセンス エドワード･シェイナーマン SBクリエイティブ

410/ト 解きたくなる数学 佐藤 雅彦 岩波書店

410/ナ 学校では絶対に教えてもらえない超ディープな算数の教科書 難波 博之 SBクリエイティブ

410/ニ 東大の先生!文系の私に超わかりやすく高校の数学を教えてください! 西成 活裕 かんき出版

411.1/ヤ 武器になる｢わり算｣ : 知っている人が一生得する計算式 柳谷 晃 KADOKAWA

411.4/コ 数学で考える!世界をつくる方程式50 リッチ･コクラン ニュートンプレス

412.7/キ 世界は｢e｣でできている (ブルーバックス) 金 重明 講談社

412/キ 虚数 (ニュートンムック) ニュートンプレス

413.2/マ 図解眠れなくなるほど面白い数列の話 松下 哲 日本文芸社

414/ゴ 街角の数学 : 数理のおもむき かたちの風雅 五輪 教一 日本評論社

417.1/ブ 文系のためのめっちゃやさしい確率 倉田 博史 ニュートンプレス

417.6/イ 世界の猫はざっくり何匹? ロブ･イースタウェイ ダイヤモンド社

417/ウ 絵と図でわかるデータサイエンス 上藤 一郎 技術評論社

417/ブ 統計数字にだまされるな M.ブラストランド 化学同人

417/ロ それはあくまで偶然です ジェフリー･S.ローゼンタール 早川書房

420/サ 始まりから知ると面白い物理学の授業 左巻 健男 山と溪谷社

430/コ 楽しく学ぶくらしの化学 纐纈 守 化学同人

431.11/サ 図解身近にあふれる「元素」が3時間でわかる本 左巻 健男 明日香出版社

440.12/タ マルチメッセンジャー天文学が捉えた新しい宇宙の姿 (ブルーバックス) 田中 雅臣 講談社

443.9/タ 宇宙の「一番星」を探して 谷口義明 丸善出版

448/タ 地球は本当に丸いのか? : 身近に見つかる9つの証拠 武田 康男 草思社

450/ヒ 地球の中身 (ブルーバックス) 廣瀬 敬 講談社

454.91/ス 日本列島の「でこぼこ」風景を読む 鈴木 毅彦 ベレ出版

460.87/セ 世界のキレイでこわいいきもの パイインターナショナルパイインターナショナル

460/マ 学びなおし中学･高校の生物 (ニュートンムック) ニュートンプレス

463.6/ヨ 生命を守るしくみオートファジー (ブルーバックス) 吉森 保 講談社

465/モ 土と内臓 : 微生物がつくる世界 デイビッド･モントゴメリー 築地書館

467.25/コ ゲノム編集からはじまる新世界 小林 雅一 朝日新聞出版

468.4/ナ えげつない!寄生生物 成田 聡子 新潮社

468/イ プラネットアース レイチェル･イグノトフスキー 創元社

468/キ セレンゲティ・ルール : 生命はいかに調節されるか ショーン･B.キャロル 紀伊國屋書店

468/ダ 家は生態系 : あなたは20万種の生き物と暮らしている ロブ･ダン 白揚社

480.4/ク 家の中のすごい生きもの図鑑 久留飛 克明 山と溪谷社

480.4/マ じつは食べられるいきもの事典 松原 始 宝島社

480.4/マ じつは食べられるいきもの事典 - おかわり! 松原 始 宝島社

480/フ Dr.フラナリーのいきもの観察大図鑑 ティム･フラナリー 東京書籍

486.04/カ 虫ぎらいはなおるかな? 金井 真紀 理論社

486.9/イ きっと誰かに教えたくなる蚊学入門 : 知って遊んで闘って 一盛 和世 緑書房

488.99/マ 旅するカラス屋 松原 始 角川春樹事務所

488.99/マ 鳥はなぜ鳴く?ホーホケキョの科学 松田 道生 理論社

489.6/マ クジラのおなかに入ったら 松田 純佳 ナツメ社

491.11/ボ 人工培養された脳は｢誰｣なのか フィリップ･ボール 原書房

491.3/ジ 人体完全ガイド (ニュートンムック) ニュートンプレス

491.34/フ 脳はバカ、腸はかしこい 藤田 紘一郎 三笠書房

491.35/シ LIFESPAN : 老いなき世界 デビッド･A.シンクレア 東洋経済新報社

自然
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491.35/ド うちのネコ、ボクの目玉を食べちゃうの? : お答えします!みんなが知りたい死体のコト ケイトリン･ドーティ 化学同人

491.37/イ モヤモヤそうだんクリニック 池谷 裕二 NHK出版

491.37/カ フューチャー･オブ･マインド ミチオ･カク NHK出版

491.37/フ 脳科学は人格を変えられるか? エレーヌ・フォックス 文藝春秋

491.371/マ 意識はいつ生まれるのか マルチェッロ･マッスィミーニ 亜紀書房

493.14/イ 家族みんなを元気にするグルテンフリーレシピ 伊藤 ミホ 清流出版

493.46/エ 新しい腸の教科書 江田 証 池田書店

493.7/ア 私はすでに死んでいる アニル･アナンサスワーミー 紀伊國屋書店

493.72/フ 闇の脳科学 ローン･フランク 文藝春秋

493.8/ヘ ビジュアルパンデミック･マップ サンドラ･ヘンペル 日経ナショナルジオグラフィック社

493.93/ア アレルギーっ子のごはんとおやつ 伊藤 浩明 主婦の友社

493.93/カ 角田こども&アレルギークリニックのやさしいレシピ 角田 和彦 芽ばえ社

493.93/コ 子供が喜ぶ食物アレルギーレシピ100 海老澤 元宏 成美堂出版

498.02/ビ 病院・医療のしくみ 木村 憲洋 朝日新聞出版

498.02/フ 命を救う心を救う ふじもと みさと 佼成出版社

498.3/サ くう、ねる、うごく!体メンテ 崎田 ミナ マガジンハウス

498.3/ネ 新しい免疫力の教科書 根来 秀行 朝日新聞出版

498.58/マ 糖質オフの教科書 牧田 善二 新星出版社

498.58/マ ゼロから知りたい!糖質の教科書 前川 智 西東社

498.58/マ まいにちタマゴ : 専門家が教える最高の食べ方 タマゴ科学研究会 池田書店

499.1/ゴ/2022 お薬事典 - 2022年版 郷 龍一 自由国民社

504/ウ いつになったら宇宙エレベーターで月に行けて、3Dプリンターで臓器が作れるんだい!? ケリー･ウィーナースミス 化学同人

504/ハ ザ・テクノロジー2030 春夏 アキト 幻冬舎

519.04/フ FOOTPRINTS : 未来から見た私たちの痕跡 デイビッド･ファリア 東洋経済新報社

519/リ グローバル・グリーン･ニューディール ジェレミー･リフキン NHK出版

538/ヒ 飛行機のテクノロジー (ニュートンムック) ニュートンプレス

588.57/サ 焼酎の科学 (ブルーバックス) 鮫島 吉廣 講談社

615/ダ 世界からバナナがなくなるまえに ロブ･ダン 青土社

723.35/セ 画家たちのパートナー 千足 伸行 論創社

726.1/ビ ピーナッツ大図鑑 サイモン･ビークロフト 河出書房新社

780.19/キ 筋肉の科学知識 (ニュートンムック) ニュートンプレス

780.19/ナ パラリンピックブレイン 中澤 公孝 東京大学出版会

916/ヤ 壊れた脳生存する知 山田 規畝子 角川学芸出版

502/ハ 発明と技術の百科図鑑 DK社 原書房

518.52/サ 最新!リサイクルの大研究 田崎 智宏 PHP研究所

518.52/マ 科学的に見るSDGs時代のごみ問題 松藤 敏彦 丸善出版

519/サ 脱プラスチック レイチェル･サルト 日経ナショナルジオグラフィック社

521.82/カ 日本の城 香川 元太郎 ワン･パブリッシング

521.82/ツ 東京の城めぐり : 首都に眠る戦国遺構 辻 明人 G.B.

523.33/ラ 英国建築の解剖図鑑 マシュー･ライス エクスナレッジ

538.9/ユ 夢の宇宙旅行完全ガイド 村沢 譲 宝島社

549.8/イ ｢半導体｣のことが一冊でまるごとわかる 井上 伸雄 ベレ出版

574.27/ム 火星に住むつもりです : 二酸化炭素が地球を救う 村木 風海 光文社

589.77/エ レゴ : 競争にも模倣にも負けない世界一ブランドの育て方 蛯谷 敏 ダイヤモンド社

596.65/ラ 食べたいときにすぐ作れるまいにちの簡単10分おやつ rako KADOKAWA

596/カ 笠原将弘のまかないみたいな自宅飯 笠原 将弘 主婦の友社

596/ヤ syunkonカフェごはん 山本 ゆり 宝島社

599.04/ハ 男も育休って、あり? 羽田 共一 雷鳥社

611.3/シ 食べる経済学 下川 哲 大和書房

612.1/マ 食と農業未来への選択 松田 純一 安曇出版

626.9/フ 藤田智の新･野菜づくり大全 藤田 智 NHK出版

産業

自然

技術



所在 請求記号 書名 著者名 出版者

627/ヨ 455種のガーデニングプランツの育て方がひとめでわかる本 主婦の友社 主婦の友社

648.18/ラ 酪農かあさんが教える台所チーズ : 簡単楽しいおいしい スローライフミルク研究会 農山漁村文化協会

673.7/ウ 好きなものを売って10年続く店をつくる 碓井 美樹 KADOKAWA

673.93/オ 最後に「ありがとう」と言えたなら 大森 あきこ 新潮社

673.97/ク フードコーディネーターの仕事 久保木 薫 中央経済社

702.02/イ なんで洞窟に壁画を描いたの? 五十嵐 ジャンヌ 新泉社

702.22/カ 空をゆく巨人 川内 有緒 集英社

702.8/イ 社会を変えた50人の女性アーティストたち レイチェル･イグノトフスキー創元社

706.9/ビ 美術館って、おもしろい! モラヴィア美術館 河出書房新社

709.1/コ 国宝の地図帳 辰巳出版

718/ミ 日本の仏像図鑑 宮下 真 新星出版社

718/ヤ 完本仏像のひみつ 山本 勉 朝日出版社

723.3/ナ こじらせ美術館 ナカムラ クニオ 集英社

723.35/モ モネへの招待 朝日新聞出版 朝日新聞出版

726.5/ヨ 絵がふつうに上手くなる本 よー清水 SBクリエイティブ

727/リ フラクタル : 混沌と秩序のあいだに生まれる美しい図形 オリヴァー・リントン 創元社

748/シ 異世界に一番近い場所 清水 大輔 パイインターナショナル

760.8/シ 1曲1分でわかる!吹奏楽編曲されているクラシック名曲集 柴田 克彦 音楽之友社

760/マ 面白いほどわかる!クラシック入門 松本 大輔 青弓社

761/ク 14歳からの新しい音楽入門 久保田 慶一 スタイルノート

764.3/サ 楽器から見るオーケストラの世界 佐伯 茂樹 河出書房新社

764.6/サ 楽器から見る吹奏楽の世界 佐伯 茂樹 河出書房新社

778.77/ス スタジオジブリ全作品集 講談社 講談社

789.8/ニ 忍者修行マニュアル 山田 雄司 実業之日本社

798.5/ド ゲームを動かす数学･物理R 堂前 嘉樹 ボーンデジタル

780.28/イ 歴史を変えた50人の女性アスリートたち 創元社

780.7/カ 筋トレの科学 オースティン･カレント 西東社

780.7/ハ 新しい体幹の教科書 : 面白いほどパフォーマンスが上がる 林 英祐 池田書店

781.4/コ 図解眠れなくなるほど面白い体幹の話 木場 克己 日本文芸社

783.7/オ 大谷翔平 常識を超えた100の秘密 インテルフィン

783.7/コ 大谷翔平から学ぶ成功メソッド 児玉 光雄 河出書房新社

789/ヨ より速く!より強く!古武術で運動能力がどんどん上がる本 高橋 佳三 宝島社

801.1/セ 世界の文字の図典 世界の文字研究会 吉川弘文館

801.78/セ 世界の「こんにちは」
東京外国語大学アジア・アフリ
カ言語文化研究所 日経ナショナルジオグラフィック社

804/ワ だんまり、つぶやき、語らい : じぶんをひらくことば 鷲田 清一 講談社

810.4/イ 日本語をもっとつかまえろ! 飯間 浩明 毎日新聞出版

810.4/タ 心に染み入る日本の美しい大和言葉 高橋 こうじ 実業之日本社

810.4/ヤ 一字違いの語彙力 山口 謠司 さくら舎

811.2/オ 面白いほど記憶に残る迷わない漢字 話題の達人倶楽部 青春出版社

813.1/サ 三省堂国語辞典 見坊 豪紀 三省堂

814.5/キ 気持ちを表すことばの辞典 飯間 浩明 ナツメ社

814/マ ヤバいほど日本語知らないんだけど 前田 安正 朝日新聞出版

816/サ 朝日新聞記者の200字文章術 真田 正明 さくら舎

821.2/シ 漢字のなりたち : 日英対訳 白川 静 平凡社

821.2/ヤ 明解!漢字名探偵 山口 謠司 さくら舎

830.1/オ 英語の教養 大井 光隆 ベレ出版

830.4/コ 心がスッと軽くなる英語フレーズwithスヌーピー チャールズ･M･シュルツ 学研プラス

830.7/ア 英語日記BOY : 海外で夢を叶える英語勉強法 新井 リオ 左右社

830.7/ミ 英語が話せる人はやっている魔法のイングリッシュルーティン Miracle Vell Magic KADOKAWA

830.79/エ/2021 英検2級過去6回問題集 - '21年度版 成美堂出版

830.79/エ/2021 英検準1級過去6回問題集 - '21年度版 成美堂出版

言語

産業

芸術

スポーツ



所在 請求記号 書名 著者名 出版者

830.79/エ/2021 英検準2級過去6回問題集 - '21年度版 成美堂出版

830.79/エ/2021 英検3級過去6回問題集 - '21年度版 成美堂出版

830.79/エ/2021 英検4級過去6回問題集 - '21年度版 成美堂出版

830/ア 伝わる短い英語 浅井 満知子 東洋経済新報社

830/オ 大西泰斗のそれわ英語ぢゃないだらふ 大西 泰斗 幻冬舎

830/コ いまさら聞けない英語のギモン 小池 浩 西東社

830/ミ 日本人のための英語入門 : 結論を先に言う練習帳 三浦 順治 東京書籍

831.1/エ そーた式!まるでネイティブのような「英語の発音」が身につく魔法の法則40 英語のそーた 学研プラス

831.1/ヨ 英語「発音記号」の鬼50講 米山 明日香 明日香出版社

831.5/オ 英語の綴りのルール 大名 力 研究社

834/ア おしゃれ英語図鑑 : FASHION×ENGLISH あわの さえこ DHC

834/サ 英単語類義語事典 : ビミョウな違いがイラストでわかる! 佐藤 誠司 西東社

834/シ 語源とイラストで覚える理系英単語BOOK 清水 建二 ベレ出版

834/フ 中1レベルの日常語ねこじたを英語で言えますか? 福田 尚弘 アーバン

834/マ くらべてわかる英単語図鑑 牧野 高吉 主婦の友社

835.5/カ 時制の公式 : 英語表現をマスター! 川村 健治 開拓社

835/ト しゃべり「型」英文法 富岡 恵 学研プラス

835/ヨ 読まずにわかるこあら式英語のニュアンス図鑑 こあらの学校 KADOKAWA

836/タ 英語ライティングの鬼100則 高橋 響 明日香出版社

837.5/エ ｢英語が読める｣の9割は誤読 越前 敏弥 ジャパンタイムズ出版

837.5/カ 翻訳エクササイズ : 翻訳の基本から実践まで 金原 瑞人 研究社

837.7/ア AVENGERS:INFINITY WARで英語が話せる本 南谷 三世 KADOKAWA

837.7/ア/1 AVENGERS:ENDGAMEで英語が話せる本 - 上 南谷 三世 KADOKAWA

837.7/ア/2 AVENGERS:ENDGAMEで英語が話せる本 - 下 南谷 三世 KADOKAWA

837.7/エ 英語でちょっといい話ベストセレクション ちょっといい話製作委員会 アルク

837.8/イ 言いかえ英語フレーズ1000 アンドリュー･アビー 新星出版社

837.8/オ 13歳からの英語で自分の意見を伝える本 小野田 博一 PHPエディターズ･グループ

837.8/ツ 80パターンで英語が止まらない! 塚本 亮 高橋書店

837.8/ハ 頭の3語で英語はきまる。 晴山 陽一 学研プラス

837.8/フ 英会話は筋トレ。 船橋 由紀子 かんき出版

910.26/オ 小説は、わかってくればおもしろい 小平 麻衣子 慶應義塾大学出版会

910.26/タ 文豪たちの住宅事情 田村 景子 笠間書院

910.26/ビ ビジュアル資料でたどる文豪たちの東京 日本近代文学館 勉誠出版

910.4/イ 人が走るとき : 古典のなかの日本人と言葉 稲田 利徳 笠間書院

913.36/ム げんじものがたり 紫式部 講談社

913.6/ア 新しい星 彩瀬 まる 文藝春秋

913.6/ア 同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬 早川書房

913.6/イ きみは知らないほうがいい 岩瀬 成子 文研出版

913.6/オ 一ノ瀬ユウナが浮いている 乙一 集英社

913.6/カ 神曲 川村 元気 新潮社

913.6/キ 劇場版呪術廻戦0ノベライズ 芥見 下々 集英社

913.6/コ 恋とポテトと夏休み 神戸 遙真 講談社

913.6/コ パラレルワールド 小林 泰三 角川春樹事務所

913.6/サ パパララレレルル 最果 タヒ 河出書房新社

913.6/チ 真夜中のマリオネット 知念 実希人 集英社

913.6/ナ やさしい猫 中島 京子 中央公論新社

913.6/ヌ 世界の美しさを思い知れ 額賀 澪 双葉社

913.6/ハ 笑うマトリョーシカ 早見 和真 文藝春秋

913.6/ハ 滅私 羽田 圭介 新潮社

913.6/ハ やまのめの六人 原 浩 KADOKAWA

913.6/フ カミサマはそういない 深緑 野分 集英社

言語

文学



所在 請求記号 書名 著者名 出版者

913.6/フ 葛藤 文縞 絵斗 講談社

913.6/マ ビザール学園 前川 裕 講談社

913.6/ム/5 昔話法廷  - Season5 NHK Eテレ[昔話法廷｣制作班 金の星社

913.6/モ/1-1 日曜劇場『99.9』刑事専門弁護士  - SEASON1上 宇田 学 扶桑社

913.6/ヨ 黒牢城 米澤 穂信 KADOKAWA

914.3/コ 本日もいとをかし!!枕草子 小迎 裕美子 KADOKAWA

914.6/オ 「国語」から旅立って 温 又柔 新曜社

914.6/ヤ おしゃべりな人見知り:  syunkon日記 山本 ゆり 扶桑社

914.68/ニ にっこり、洋食 江國 香織 河出書房新社

915.35/コ 人生はあはれなり…紫式部日記 小迎 裕美子 KADOKAWA

916/タ カルト村の子守唄 高田 かや 文藝春秋

921/シ 詩人別でわかる漢詩の読み方･楽しみ方 鷲野 正明 メイツユニバーサルコンテンツ

923.7/ジ あの頃、君を追いかけた 九把刀 講談社

929.13/イ ペイント イ ヒヨン イースト・プレス

929.13/チ 保健室のアン･ウニョン先生 チョン セラン 亜紀書房

933.7/ク タフィー サラ･クロッサン 岩波書店

933.7/ソ 十二月の十日 ジョージ･ソーンダーズ 河出書房新社

933.7/バ ルーミーとオリーブの特別な10か月 ジョーン･バウアー 小学館

933.7/リ/5 アポロンと5つの神託(パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々 シーズン3) - 5 リック･リオーダン ほるぷ出版

973/プ 紙の心 エリーザ･プリチェッリ･グエッラ 岩波書店

184/ス 怒らないこと アルボムッレ･スマナサーラ 大和書房

204/ホ 眠れなくなるほど怖い世界史 : 女王、英雄、芸術家 堀江 宏樹 三笠書房

281.04/カ お姫様は「幕末･明治」をどう生きたのか 河合 敦 扶桑社

281.04/カ/1 殿様は｢明治｣をどう生きたのか - [1] 河合 敦 扶桑社

281.04/カ/2 殿様は｢明治｣をどう生きたのか - 2 河合 敦 扶桑社

289.1/ト 通訳者たちの見た戦後史 鳥飼 玖美子 新潮社

383.8/ヨ 万国お菓子物語 : 世界をめぐる101話 吉田 菊次郎 講談社

384.5/ハ 昭和ちびっこ未来画報 初見 健一 青幻舎

410.4/イ 思わず興奮する!こういう数学のはなしなら面白い 池田 洋介 河出書房新社

720.4/ト 名画たちのホンネ とに〜 三笠書房

779.14/ワ ナナメの夕暮れ 若林 正恭 文藝春秋

807.9/バ 漢字るパズル : 厳選100問!脳が活性化する 馬場 雄二 光文社

810.4/ニ 日本人の9割がつまずく日本語 : 理由がわかると迷いが消える 話題の達人倶楽部 青春出版社

830.4/マ 日本人が知らない英語のニュアンス 牧野 高吉 KADOKAWA

830.4/ヨ 読み出したら止まらない!英語おもしろ雑学 ライフサイエンス 三笠書房

911.3/キ 季語ものしり事典 新海 均 KADOKAWA

913.6/ア 彼女が好きなものはホモであって僕ではない 再会 浅原 ナオト KADOKAWA

913.6/ア 神と王 : 亡国の書 浅葉 なつ 文藝春秋

913.6/ア/2 グリーン･グリーン - [2] あさの あつこ 徳間書店

913.6/イ あちらにいる鬼 井上 荒野 朝日新聞出版

913.6/ウ 天職にします! 上野 歩 光文社

913.6/オ それでも空は青い 荻原 浩 KADOKAWA

913.6/カ カスタード 加藤 元 実業之日本社

913.6/キ ドクター・ホワイト - [1] 樹林 伸 KADOKAWA

913.6/サ 雨上がり月霞む夜 西條 奈加 中央公論新社

913.6/シ 臆病な僕らは今日も震えながら 汐見 夏衛 実業之日本社

913.6/セ/1 辰巳センセイの文学教室 - 上 瀬川 雅峰 宝島社

913.6/セ/2 辰巳センセイの文学教室 - 下 瀬川 雅峰 宝島社

913.6/タ 徴産制 田中 兆子 新潮社

913.6/タ 決戦は日曜日 坂下 雄一郎 幻冬舎

913.6/タ おとぎカンパニー 田丸 雅智 光文社

文庫

文学



所在 請求記号 書名 著者名 出版者

913.6/ツ 笑いのカイブツ ツチヤ タカユキ 文藝春秋

913.6/ツ 本日は大安なり 辻村 深月 KADOKAWA

913.6/ナ 僕は小説が書けない 中村 航 KADOKAWA

913.6/ナ/3 いつまでもショパン 中山 七里 宝島社

913.6/ナ/4 どこかでベートーヴェン 中山 七里 宝島社

913.6/ナ/6 合唱 : 岬洋介の帰還 中山 七里 宝島社

913.6/ニ 理由(わけ)あって冬に出る 似鳥 鶏 東京創元社

913.6/ヌ ウズタマ 額賀 澪 小学館

913.6/ハ 丘の上の賢人 : 旅屋おかえり 原田 マハ 集英社

913.6/ヒ/2 探偵少女アリサの事件簿 - [2] 東川 篤哉 幻冬舎

913.6/フ ハルさん 藤野 恵美 東京創元社

913.6/マ 彼女が最後に見たものは まさき としか 小学館

913.6/マ アルセーヌ・ルパン対明智小五郎 松岡 圭祐 KADOKAWA

913.6/マ シャーロック・ホームズ対伊藤博文 松岡 圭祐 講談社

913.6/マ/2 コンビニ兄弟 : テンダネス門司港こがね村店 - 2 町田 そのこ 新潮社

913.6/ミ 小説消えた初恋 アルコ 集英社

913.6/ミ 禁色 三島 由紀夫 新潮社

913.6/ミ 仮面の告白 三島 由紀夫 新潮社

913.6/ミ 金閣寺 三島 由紀夫 新潮社

913.6/モ/3 満月珈琲店の星詠み - [3] 望月 麻衣 文藝春秋

913.6/ヤ アカペラ 山本 文緒 新潮社

913.6/ヤ 恋愛中毒 山本 文緒 KADOKAWA

913.6/ヤ なぎさ 山本 文緒 KADOKAWA

913.6/ヤ はるか 宿野 かほる 新潮社

913.6/ヤ あなたのための時空(とき)のはざま 矢崎 存美 角川春樹事務所

913.6/ワ 前科者 香川 まさひと 小学館

913.68/シ 小説の惑星 : ノーザンブルーベリー篇 伊坂 幸太郎 筑摩書房

913.68/シ 小説の惑星 : オーシャンラズベリー篇 伊坂 幸太郎 筑摩書房

913.7/ヤ ま･く･ら 柳家 小三治 講談社

914.6/サ おやつが好き : お土産つき 坂木 司 文藝春秋

931.6/ホ 草の葉 : ホイットマン詩集 ホイットマン 岩波書店

933.7/ジ 自由研究には向かない殺人 ホリー･ジャクソン 東京創元社

933.7/モ 青い眼がほしい トニ･モリスン 早川書房

007.3/ケ 5000日後の世界 : すべてがAIと接続された｢ミラーワールド｣が訪れる ケヴィン･ケリー PHP研究所

024.06/イ 一万円選書 : 北国の小さな本屋が起こした奇跡の物語 岩田 徹 ポプラ社

141.5/サ 観察力の鍛え方 佐渡島 庸平 SBクリエイティブ

159.7/ミ 自分を変えたい : 殻を破るためのヒント 宮武 久佳 岩波書店

159/ゴ 「命」の相談室 : 僕が10年間少年院に通って考えたこと ゴルゴ松本 中央公論新社

209.5/タ 16世紀「世界史」のはじまり 玉木 俊明 文藝春秋

210.04/カ 教科書に載せたい日本史、載らない日本史 河合 敦 扶桑社

210.3/セ 海洋の日本古代史 関 裕二 PHP研究所

210.5/ミ 村 : 百姓たちの近世 水本 邦彦 岩波書店

221.05/カ 知れば知るほど面白い朝鮮王朝の歴史と人物 康 煕奉 実業之日本社

230/イ ヨーロッパ史入門 : 原形から近代への胎動 池上 俊一 岩波書店

236/イ 物語スペインの歴史 : 海洋帝国の黄金時代 岩根 圀和 中央公論新社

291.36/カ 東京で見つける江戸 香原 斗志 平凡社

304/ヨ ヒトの壁 養老 孟司 新潮社

312.22/マ 香港危機の700日全記録 益満 雄一郎 筑摩書房

312.23/キ ミャンマー政変 : クーデターの深層を探る 北川 成史 筑摩書房

324.9/フ 夫婦別姓 : 家族と多様性の各国事情 栗田 路子 筑摩書房

361.4/イ 「人それぞれ」がさみしい : 「やさしく・冷たい」人間関係を考える 石田 光規 筑摩書房

新書

文庫
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361.45/ト 異文化コミュニケーション学 鳥飼 玖美子 岩波書店

371.42/フ 不登校・ひきこもり急増 杉浦 孝宣 光文社

383.8/イ 「食べること」の進化史 : 培養肉・昆虫食・3Dフードプリンタ 石川 伸一 光文社

410/ト 数学独習法 冨島 佑允 講談社

429.6/ム 宇宙は何でできているのか 村山 斉 幻冬舎

451.85/タ 地球温暖化 : 電気の話と、私たちにできること 田中 優 扶桑社

467.2/ツ 遺伝子命名物語 : 名前に秘められた生物学のドラマ 坪子 理美 中央公論新社

493.76/カ 他人をコントロールせずにはいられない人 片田 珠美 朝日新聞出版

519/イ 2050年の地球を予測する : 科学でわかる環境の未来 伊勢 武史 筑摩書房

588/シ 「食」の未来で何が起きているのか : 「フードテック」のすごい世界 石川 伸一 青春出版社

611.22/ア 村の日本近代史 荒木田 岳 筑摩書房

760.8/ヒ/1 クラシックを読む  - 1 百田 尚樹 祥伝社

760.8/ヒ/2 クラシックを読む  - 2 百田 尚樹 祥伝社

760.8/ヒ/3 クラシックを読む  - 3 百田 尚樹 祥伝社

780.21/タ スポーツをしない子どもたち 田中 充 扶桑社

810.4/ニ 日本語の大疑問 : 眠れなくなるほど面白いことばの世界 国立国語研究所 幻冬舎

830.7/ウ 純ジャパニーズの迷わない英語勉強法 上乃 久子 小学館

830/ガ 学校の先生も答えられない「英語のなぜ?」がわかる図鑑 伏木 賢一 青春出版社

830/ナ シンプルな英語 中山 裕木子 講談社

834/ク 日本人が勘違いしているカタカナ英語120 キャサリン･A.クラフト 中央公論新社

911.14/ミ 百人一首 : うたものがたり 水原 紫苑 講談社

914.6/ヒ 逃げる力 百田 尚樹 PHP研究所

369.27/ヨ 「感動ポルノ」と向き合う : 障害者像にひそむ差別と排除 好井 裕明 岩波書店

780.69/オ 東京オリンピック始末記 小笠原 博毅 岩波書店

813.7/ア/2023 朝日キーワード - 2023 朝日新聞出版 朝日新聞出版

210.1/ニ/21(別) 日本の歴史  - [別巻] 集英社

726.1/カ/1 家族で楽しむ「まんが発見!」  - 1 松田 哲夫 あすなろ書房

726.1/カ/2 家族で楽しむ「まんが発見!」  - 2 松田 哲夫 あすなろ書房

726.1/カ/3 家族で楽しむ「まんが発見!」  - 3 松田 哲夫 あすなろ書房

726.1/カ/4 家族で楽しむ「まんが発見!」  - 4 松田 哲夫 あすなろ書房

726.1/カ/5 家族で楽しむ「まんが発見!」  - 5 松田 哲夫 あすなろ書房

726.1/カ/6 家族で楽しむ「まんが発見!」  - 6 松田 哲夫 あすなろ書房

726.1/カ/7 家族で楽しむ「まんが発見!」  - 7 松田 哲夫 あすなろ書房

726.1/カ/8 家族で楽しむ「まんが発見!」  - 8 松田 哲夫 あすなろ書房

726.1/カ/9 家族で楽しむ「まんが発見!」  - 9 松田 哲夫 あすなろ書房

726.1/ソ/13 チェーザレ : 破壊の創造者 - 13 惣領 冬実 講談社

726.1/モ/133 はじめの一歩  - 133 森川 ジョージ 講談社

柱棚

コミック
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