
所在 請求記号 書名 著者名 出版者

参考資料 071/ア/2021-12 朝日新聞縮刷版  - 2021-12 朝日新聞社

376.8/カ ゼロから1カ月で受かる大学入試プレゼンテーション･グループディスカッションのルールブック 神崎 史彦 KADOKAWA

376.8/カ ゼロから1カ月で受かる大学入試面接のルールブック 改訂版 神崎 史彦 KADOKAWA

007.3/オ 思考からの逃走 岡嶋 裕史 日経BP日本経済新聞出版本部

034.97/オ 地球で暮らすきみたちに知ってほしい50のこと ラース･ヘンリク･オーゴード 晶文社

141.5/タ ｢多面的思考｣トレーニング 田中 孝宜 はるかぜ書房

141.6/サ 感情は、すぐに脳をジャックする 佐渡島 庸平 学研プラス

146.8/ス 我慢して生きるほど人生は長くない 鈴木 裕介 アスコム

146.8/ソ わたしの心が傷つかないように : ひとりでいたいけど、ひとりになりたくない自分のために ソルレダ 日本実業出版社

159.5/ヤ 10代の君に伝えたい学校で悩むぼくが見つけた未来を切りひらく思考 山崎 聡一郎 朝日新聞出版

159.7/ア 生きのびるための「失敗」入門 ( 14歳の世渡り術 ) 雨宮 処凛 河出書房新社

159/カ 読むだけで心がほどける柴犬処方箋 影山 直美 主婦の友社

159/ヨ 没頭力 : ｢なんかつまらない｣を解決する技術 吉田 尚記 太田出版

161/ナ 世界の深層をつかむ宗教学 ( ｢わかったつもり｣で終わらない独学シリーズ ) 中村 圭志 ディスカヴァー･トゥエンティワン

172/カ 日本の神様と神社大全100 : 素朴な疑問や日本のルーツがよくわかる かみゆ歴史編集部 イーストプレス

209/ト 東大名誉教授がおしえる!建築でつかむ世界史図鑑 本村 凌二 二見書房

210.7/ヤ 「慰安婦」問題ってなんだろう? ( 中学生の質問箱 ) 梁 澄子 平凡社

289.1/イ 捨てないパン屋の挑戦 : SDGsノンフィクション 食品ロス 井出 留美 あかね書房

289.1/ト 枯れてこそ美しく 戸田 奈津子 集英社

290.93/セ 世界遺産 : 絶景でめぐる自然遺産完全版 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

291.09/ス スーツの鉄道青春夜行 スーツ 二見書房

292.5/ク JK、インドで常識ぶっ壊される 熊谷 はるか 河出書房新社

302.136/イ 東京ルポルタージュ : 疫病とオリンピックの街で 石戸 諭 毎日新聞出版

304/ブ 他者の靴を履く : アナーキック・エンパシーのすすめ ブレイディみかこ 文藝春秋

312.1/ユ YOUTHQUAKE : U30世代がつくる政治と社会の教科書 NO YOUTH NO JAPAN よはく舎

314.1/ウ 国会をみよう : 国会パブリックビューイングの試み 上西 充子 集英社クリエイティブ

322/イ ルールの世界史 伊藤 毅 日経BP日本経済新聞出版本部

326/モ ぼくらの時代の罪と罰 森 達也 ミツイパブリッシング

331.7/ポ 「経済学」にだまされるな! トマ・ポルシェ NHK出版

331/ネ 16歳からの経済学 根井 雅弘 人文書院

333.8/ハ あなたとSDGsをつなぐ「世界を正しく見る」習慣 原 貫太 KADOKAWA

361.4/ハ 10代で知っておきたい「同意」の話 ( 14歳の世渡り術プラス ) ジャスティン・ハンコック 河出書房新社

361.44/サ 多様性の科学 マシュー・サイド ディスカヴァー・トゥエンティワン

361.45/カ バナナの魅力を100文字で伝えてください 柿内 尚文 かんき出版

367.1/ジ ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた 佐藤 文香 明石書店

368.2/ク ルポ路上生活 國友 公司 KADOKAWA

368.2/ジ 14歳から考えたい貧困 フィリップ・N.ジェファーソン すばる舎

369.26/カ 世界が注目する日本の介護 加藤 忠相 講談社

369.4/ナ ランドセルが教えてくれたこと : 世界一やさしい社会貢献の教科書 中谷 昌文 主婦の友インフォス

370.4/イ 学びの本質を解きほぐす 池田 賢市 新泉社

370.4/ホ 先生のあのね : 小学校教師ほたろうの宝物みたいな日々 ほたろう ワニブックス

375.2/ブ ブラック校則 : 理不尽な苦しみの現実 荻上 チキ 東洋館出版社

375/ム 子どもの“いのち”に寄り添う仕事 村末 勇介 エイデル研究所
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376.12/ヤ ニュージーランドの保育園で働いてみた 谷島 直樹 ひとなる書房

379.9/ゼ 全教科対応!読める・わかる・解ける超読解力 善方 威 かんき出版

383.8/サ おいしい昆虫記 佐伯 真二郎 ナツメ社

151.5/リ 「利他」とは何か ( 集英社新書 ) 伊藤 亜紗 集英社

407/ウ ビーカーくんがゆく!工場･博物館･実験施設 うえたに夫婦 誠文堂新光社

440/ウ 宇宙のすべて  ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

450/チ 地球46億年の秘密がわかる本 地球科学研究倶楽部 ワン・パブリッシング

450/マ 学びなおし中学・高校の地学 ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

451.85/ミ 最近、地球が暑くてクマってます。 水野 敬也 文響社

451/キ 気象 ( ニュートンムック) ニュートンプレス

467.2/シ 遺伝子の不思議としくみ入門 島田 祥輔 朝日新聞出版

490.2/ジ おしっこ、ヒル、頭にドリル クライブ・ギフォード 化学同人

490.4/キ 僕だって、大丈夫じゃない キム シヨン キネマ旬報社

491.37/イ タイミングの科学 : 脳は動作をどうコントロールするか 乾 信之 京都大学学術出版会

492.1/カ からだの検査数値 ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

495.13/パ 生理中です パク ボラム 世界文化ブックス

498.39/パ フィンランドの幸せメソッドSISU カトヤ･パンツァル 方丈社

501.6/ズ 図解でわかるカーボンリサイクル エネルギー総合工学研究所 技術評論社

516.25/チ 踏切の世界 chokky 天夢人

519/ス エシカル革命 : 新しい幸せのものさしをたずさえて 末吉 里花 山川出版社

596.22/シ おうち韓食(ハンシク) : はじめてなのに現地味 重信 初江 主婦の友社

645.7/ネ 猫と生きる。 猫沢 エミ 扶桑社

667.9/コ さばの缶づめ、宇宙へいく : 鯖街道を宇宙へつなげた高校生たち 小坂 康之 イースト・プレス

685.5/ア ウーバー戦記 : いかにして台頭し席巻し社会から憎まれたか マイク･アイザック 草思社

689.5/カ ディズニーキャストざわざわ日記 : “夢の国”にも××××ご指示のとおり掃除します 笠原 一郎 三五館シンシャ)

707.9/オ なぜ、世界のエリートはどんなに忙しくても美術館に行くのか? 岡崎 大輔 SBクリエイティブ

728.21/シ これでおしまい 篠田 桃紅 講談社

778.77/ヨ ショートアニメーションメイキング講座 吉邉 尚希 技術評論社

779.14/バ 本音の置き場所 バービー 講談社

779.9/ノ トレバー・ノア 生まれたことが犯罪!? トレバー・ノア 英治出版

779.9/ロ 言葉の花束 : 困難を乗り切るための“自分育て” サヘル･ローズ 講談社

792/コ 心と体に効くお香のある生活 椎名 まさえ 日東書院本社

780.69/ト TOKYO物語 : 2020オリ･パラ報道写真集 スポーツニッポン新聞社 スポーツニッポン新聞社

782.6/ト パラアスリート谷真海 切り拓くチカラ 徳原 海 集英社

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

833.2/ス スーパー・アンカー和英辞典 山岸 勝榮 学研プラス

833.3/ス スーパー・アンカー英和辞典 山岸 勝榮 学研プラス

834/コ これを英語で言えるかな? : こあら式意外と知らない英単語図鑑 こあらの学校 マガジンハウス

837.5/バ バイデン就任演説 : 対訳 : 生声MP3&電子書籍版付き バイデン 朝日出版社

910.26/モ もの書く人のかたわらには、いつも猫がいた 角田 光代 河出書房新社

911.56/タ 幸せについて 谷川 俊太郎 ナナロク社

913.2/ラ ラノベ古事記 : 日本の神様とはじまりの物語 小野寺 優 KADOKAWA

913.36/サ 源氏物語解剖図鑑 : 平安人の暮らしとキモチがマルわかり 佐藤 晃子 エクスナレッジ

913.6/ア さくらいろの季節 蒼沼 洋人 ポプラ社

913.6/ア ゆめみの駅遺失物係 安東 みきえ ポプラ社
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913.6/イ わたしが少女型ロボットだったころ 石川 宏千花 偕成社

913.6/イ 塞王の楯 今村 翔吾 集英社

913.6/オ ライラックのワンピース 小川 雅子 ポプラ社

913.6/オ 愚かな薔薇 恩田 陸 徳間書店

913.6/オ 残月記 小田 雅久仁 双葉社

913.6/オ 僕は失くした恋しか歌えない 小佐野 彈 新潮社

913.6/カ エカシの森と子馬のポンコ 加藤 多一 ポプラ社

913.6/カ おしゃべりな五線譜 香谷 美季 ポプラ社

913.6/ク Schoolgirl 九段 理江 文藝春秋

913.6/ク グッドジョブガールズ 草野 たき ポプラ社

913.6/ク マイブラザー 草野 たき ポプラ社

913.6/ク 晴れ、時々くらげを呼ぶ 鯨井 あめ 講談社

913.6/コ カンフー&チキン 小嶋 陽太郎 ポプラ社

913.6/コ 文豪中学生日記 小手鞠 るい あすなろ書房

913.6/サ つくられた心 佐藤 まどか ポプラ社

913.6/サ 少女を埋める 桜庭 一樹 文藝春秋

913.6/タ あかずの扉の鍵貸します 谷 瑞恵 集英社

913.6/タ スイマー 高田 由紀子 ポプラ社

913.6/タ そらのことばが降ってくる : 保健室の俳句会 高柳 克弘 ポプラ社

913.6/ツ 十の輪をくぐる 辻堂 ゆめ 小学館

913.6/ト 教育 遠野 遙 河出書房新社

913.6/ト/2 小説ブルーピリオド - 2 山口 つばさ 講談社

913.6/ナ この空のずっとずっと向こう 鳴海 風 ポプラ社

913.6/ナ ひかり舞う 中川 なをみ ポプラ社

913.6/ナ 境界のポラリス 中島 空 講談社

913.6/ナ 特許やぶりの女王 : 弁理士・大鳳未来 南原 詠 宝島社

913.6/ハ 私のスポットライト 林 真理子 ポプラ社

913.6/ハ 令夢の世界はスリップする はやみね かおる 講談社

913.6/マ ドーナツの歩道橋 升井 純子 ポプラ社

913.6/マ もしも徳川家康が総理大臣になったら 眞邊 明人 サンマーク出版

913.6/ミ あの日、ブルームーンに。 宮下 恵茉 ポプラ社

913.6/ミ スマイル・ムーンの夜に 宮下 恵茉 ポプラ社

913.6/ム 桜風堂夢ものがたり 村山 早紀 PHP研究所

913.6/ム 魔女たちは眠りを守る 村山 早紀 KADOKAWA

913.6/ヤ オレたちの明日に向かって 八束 澄子 ポプラ社

913.6/ヨ イモムシ偏愛記 吉野 万理子 光文社

913.6/ヨ ミトンとふびん 吉本 ばなな 新潮社

913.6/ヨ 一ツ蝶物語 横山 充男 ポプラ社

913.6/リ 星月夜 李 琴峰 集英社

913.68/コ 恋が生まれたこの街で : #東京デートストーリー カツセ マサヒコ KADOKAWA

914.6/ボ 常識のない喫茶店 僕のマリ 柏書房

916/シ 少女たちの戦争 中央公論新社 中央公論新社

929.13/チ かけがえのない心 チョ ヘジン 亜紀書房

929.13/パ カステラ パク ミンギュ クレイン

929.73/ヤ アンチ ヨナタン･ヤヴィン 岩波書店
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933.7/ア サイモンvs人類平等化計画 ベッキー･アルバータリ 岩波書店

933.7/ウ わたしはイザベル エイミー･ウィッティング 岩波書店

933.7/ヴ コピーボーイ ヴィンス･ヴォーター 岩波書店

933.7/ヴ ペーパーボーイ ヴィンス･ヴォーター 岩波書店

933.7/グ アラスカを追いかけて ジョン･グリーン 岩波書店

933.7/グ さよならを待つふたりのために ジョン･グリーン 岩波書店

933.7/グ ペーパータウン ジョン・グリーン 岩波書店

933.7/ス マルセロ･イン･ザ･リアルワールド フランシスコ･X.ストーク 岩波書店

933.7/ニ ぼくだけのぶちまけ日記 スーザン･ニールセン 岩波書店

933.7/ピ ロザムンドおばさんのお茶の時間 ロザムンド・ピルチャー 朔北社

933.7/マ アリブランディを探して メリーナ･マーケッタ 岩波書店

943.7/ヴ 飛び込み台の女王 マルティナ･ヴィルトナー 岩波書店

943.7/シ ぼくたちがギュンターを殺そうとした日 ヘルマン・シュルツ 徳間書店

949.33/ペ どんぐり喰い エルス・ペルフロム 福音館書店

949.33/レ 15の夏を抱きしめて ヤン･デ･レーウ 岩波書店

949.83/ヤ わたしは倒れて血を流す イェニー･ヤーゲルフェルト 岩波書店

973/ガ ぼくたちは幽霊じゃない ファブリツィオ･ガッティ 岩波書店

973/バ コミック密売人 ピエルドメニコ･バッカラリオ 岩波書店

973/モ ミシシッピ冒険記 : ぼくらが3ドルで大金持ちになったわけ ダヴィデ･モロジノット 岩崎書店

007.1/ス 知ってるつもり : 無知の科学 スティーブン・スローマン 早川書房

019.9/ム 私が食べた本 村田 沙耶香 朝日新聞出版

049/ツ つい人に話したくなる日本のなるほど雑学 坪内 忠太 三笠書房

369.36/ミ 帰れない村 : 福島県浪江町「DASH村」の10年 三浦 英之 集英社

404/マ/1 ハウ・トゥー  - Q1 ランドール・マンロー 早川書房

404/マ/2 ハウ・トゥー  - Q2 ランドール・マンロー 早川書房

467.5/イ もうすぐいなくなります : 絶滅の生物学 池田 清彦 新潮社

498.5/イ 一晩置いたカレーはなぜおいしいのか 稲垣 栄洋 新潮社

910.23/サ 平安ガールフレンズ 酒井 順子 KADOKAWA

913.6/ア 早朝始発の殺風景 青崎 有吾 集英社

913.6/ア/1 春夏秋冬代行者 : 春の舞  - 上 暁 佳奈 KADOKAWA

913.6/ア/2 春夏秋冬代行者 : 春の舞  - 下 暁 佳奈 KADOKAWA

913.6/イ いつかの冬、終わらない君へ いぬじゅん ポプラ社

913.6/イ 星空の16進数 逸木 裕 KADOKAWA

913.6/イ 誰も死なないミステリーを君に : 眠り姫と五人の容疑者 井上 悠宇 早川書房

913.6/イ 電気じかけのクジラは歌う 逸木 裕 講談社

913.6/イ 父と私の桜尾通り商店街 今村 夏子 KADOKAWA

913.6/イ 夜は不思議などうぶつえん 石田 祥 双葉社

913.6/ウ 熟れた月 宇佐美 まこと 光文社

913.6/オ あずかりやさん  大山 淳子 ポプラ社

913.6/カ ごめん。 加藤 元 集英社

913.6/カ 水底図書館 : ダ･ヴィンチの手稿 金子 ユミ ポプラ社

913.6/カ 密室黄金時代の殺人 : 雪の館と六つのトリック 鴨崎 暖炉 宝島社

913.6/カ/2 おいしい給食  - [2] 紙吹 みつ葉 中央公論新社

913.6/コ 君には、言えない こざわ たまこ 祥伝社

913.6/サ ハーレーじじいの背中 坂井 希久子 双葉社
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913.6/シ アンドロメダの猫 朱川 湊人 双葉社

913.6/シ 木曜日の子ども 重松 清 KADOKAWA

913.6/ソ 正体 染井 為人 光文社

913.6/タ イントゥルーダー : 真夜中の侵入者 高嶋 哲夫 文藝春秋

913.6/ツ 人類よさらば 筒井 康隆 河出書房新社

913.6/ド ネタ元 堂場 瞬一 講談社

913.6/ド 新宿の猫 ドリアン助川 ポプラ社

913.6/ナ 残りものには、過去がある 中江 有里 新潮社

913.6/ニ コミュ障探偵の地味すぎる事件簿 似鳥 鶏 KADOKAWA

913.6/ノ 十七八より 乗代 雄介 講談社

913.6/ヒ 牛首村 保坂 大輔 竹書房

913.6/ヒ 樹海村 保坂 大輔 竹書房

913.6/ブ/1 顔のない天才 : case芥川龍之介 河端 ジュン一 新潮社

913.6/ブ/2 不終(おわらず)の怪談 : case小泉八雲 矢野 隆 新潮社

913.6/ブ/3 君に勧む杯 : case井伏鱒二 仁木 英之 新潮社

913.6/マ 嵐の湯へようこそ! 松尾 由美 KADOKAWA

913.6/ミ/3 晴れた日は図書館へいこう  - [3] 緑川 聖司 ポプラ社

913.6/モ ぷくぷく 森沢 明夫 小学館

913.6/モ 旋律 : 君と出逢えた奇跡 望月 麻衣 双葉社

913.6/モ/1-2 日曜劇場『99.9』刑事専門弁護士  - SEASON1下 宇田 学 扶桑社

913.6/モ/2-1 日曜劇場『99.9』刑事専門弁護士  - SEASON2上 宇田 学 扶桑社

913.6/モ/2-2 日曜劇場『99.9』刑事専門弁護士  - SEASON2下 宇田 学 扶桑社

913.6/ヤ コンフィデンスマンJP - 英雄編 古沢 良太 ポプラ社

913.6/ユ 僕と君の365日 優衣羽 ポプラ社

913.68/ア 明日はきっと : お仕事小説アンソロジー 久保寺 健彦 KADOKAWA

913.68/ク 黒い結婚 白い結婚 窪 美澄 講談社

914.6/サ おんぶにだっこ さくら ももこ 集英社

914.6/フ 読書間奏文 藤崎 彩織 文藝春秋

914.6/ホ いのちの車窓から 星野 源 KADOKAWA

914.6/モ 太陽と乙女 森見 登美彦 新潮社

933.7/ジ 10の奇妙な話 ミック･ジャクソン 東京創元社

969.3/サ 白の闇 ジョゼ・サラマーゴ 河出書房新社

007.3/イ 炎上社会を考える : 自粛警察からキャンセルカルチャーまで 伊藤 昌亮 中央公論新社

019.9/タ この30年の小説、ぜんぶ : 読んでしゃべって社会が見えた 高橋 源一郎 河出書房新社

159.4/ヤ 世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか? 山口 周 光文社

159.6/バ やわらかい知性 坂東 眞理子 河出書房新社

159/カ 不安をしずめる心理学 加藤 諦三 PHP研究所

210.01/ホ 歴史をなぜ学ぶのか 本郷 和人 SBクリエイティブ

230.5/イ ヨーロッパ史入門 : 市民革命から現代へ 池上 俊一 岩波書店

302.27/サ タリバンの眼 : 戦場で考えた 佐藤 和孝 PHP研究所

335.13/ム 「非会社員」の知られざる稼ぎ方 村田 らむ 光文社

361.4/サ なぜ人に会うのはつらいのか : メンタルをすり減らさない38のヒント 斎藤 環 中央公論新社

361.42/ツ ふしぎな日本人 : 外国人に理解されないのはなぜか 塚谷 泰生 筑摩書房

367.3/エ イクメンの罠 榎本 博明 新潮社

367.68/サ 「ぴえん」という病 : SNS世代の消費と承認 佐々木 チワワ 扶桑社
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所在 請求記号 書名 著者名 出版者

367.68/ハ ひきこもりの真実 : 就労より自立より大切なこと 林 恭子 筑摩書房

371.41/ニ 知ってるつもり : 「問題発見力」を高める「知識システム」の作り方 西林 克彦 光文社

518.8/イ イケズな東京 : 150年の良い遺産、ダメな遺産 井上 章一 中央公論新社

720.4/ハ 妄想美術館 原田 マハ SBクリエイティブ

726.101/キ プロが語る胸アツ｢神｣漫画 : 1970-2020 きたがわ 翔 集英社インターナショナル

778.8/イ 韓国カルチャー : 隣人の素顔と現在 伊東 順子 集英社

159.7/ツ やりたいことが見つからない君へ ( 小学館YouthBooks ) 坪田 信貴 小学館

335.6/ヒ <必要>から始める仕事おこし : 「協同労働」の可能性 ( 岩波ブックレット ) 日本労働者協同組合連合会 岩波書店

547.48/タ 10代と考える「スマホ」 : ネット・ゲームとかしこくつきあう ( 岩波ジュニアスタートブックス ) 竹内 和雄 岩波書店

726.1/サ 本屋の堀ちゃん 佐久間 薫 双葉社

726.1/シ 漫画方丈記 : 日本最古の災害文学 鴨 長明 文響社

726.1/ス/48 ちはやふる  - 48 末次 由紀 講談社

726.1/ハ/64 キングダム = KINGDOM  - 64 原 泰久 集英社
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