
所在 請求記号 書　名 著者名 出版者

参考資料 071/ア/2022-2 朝日新聞縮刷版  - 2022-2 朝日新聞社

209/ヤ 一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 : 公立高校教師YouTuberが書いた 山崎 圭一 SBクリエイティブ

375/ミ 中学生のおうち勉強法入門 みおりん 実務教育出版

019.9/ヨ <自分>を知りたい君たちへ : 読書の壁 養老 孟司 毎日新聞出版

028/マ マンガでわかる世界の名著 NHK｢100分de名著｣制作班 SBクリエイティブ

哲学 151.4/マ 14歳からの個人主義 : 自分を失わずに生きるための思想と哲学 丸山 俊一 大和書房

289.1/ナ 難民に希望の光を 真の国際人緒方貞子の生き方 中村 恵 平凡社

295.3/サ ホームレス女子大生川を下る : inミシシッピ川 佐藤 ジョアナ玲子 報知新聞社

302.224/タ 台湾を知るための72章 ( エリア・スタディーズ ) 赤松 美和子 明石書店

302.53/サ Weの市民革命 佐久間 裕美子 朝日出版社

312.9/タ 13歳からの地政学 : カイゾクとの地球儀航海 田中 孝幸 東洋経済新報社

318/ウ 自分で始めた人たち : 社会を変える新しい民主主義 宇野 重規 大和書房

366.29/ナ/157 土木技術者になるには ( なるにはBOOKS ) 三上 美絵 ぺりかん社

366.29/ホ 16歳の仕事塾 : 高校生と親・先生のためのキャリアデザイン 堀部 伸二 中央経済社

367.1/ウ これからの時代を生きるあなたへ 上野 千鶴子 主婦の友社

367.9/マ エリンとみどり : ジェンダーと新しい家族の形 エリン マクレディ 天夢人

375/キ 嫌いな教科を好きになる方法、教えてください! ( 14歳の世渡り術 ) 河出書房新社 河出書房新社

383.5/イ ウチの江戸美人 いずみ 朔庵 晶文社

410.4/ユ/[15] 数学ガールの秘密ノート : 図形の証明 結城 浩 SBクリエイティブ

413.3/ビ 微分と積分  ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

417/ハ 統計でウソをつく法 : 数式を使わない統計学入門 ( ブルーバックス ) ダレル・ハフ 講談社

421.3/タ ゼロから学ぶ量子力学 : 量子世界への、はじめの一歩 ( ブルーバックス ) 竹内 薫 講談社

457.87/シ 新･ビジュアル恐竜事典 ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

460.4/モ ラジオ深夜便うたう生物学 本川 達雄 集英社インターナショナル

463/ゼ ゼロからわかる人体と細胞 ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

490.1/ナ 人間が生きているってこういうことかしら? 中村 桂子 ポプラ社

491.69/オ 日本人の｢遺伝子｣からみた病気になりにくい体質のつくりかた ( ブルーバックス ) 奥田 昌子 講談社

783.7/ト 統計学が見つけた野球の真理 ( ブルーバックス ) 鳥越 規央 講談社

645.7/ネ 猫にひろわれた話 猫びより編集部 辰巳出版

673.97/ト 行列日本一スタミナ苑の繁盛哲学 豊島 雅信 ワニブックス

675/モ USJを劇的に変えた、たった1つの考え方 森岡 毅 KADOKAWA

687.2/フ 空と宇宙の食事の歴史物語 リチャード・フォス 原書房

689.25/ハ 観光の力 : 世界から愛される国、カナダ流のおもてなし 半藤 将代 日経ナショナルジオグラフィック社

芸術 770/カ 清く楽しく美しい推し活 : 推しから愛される術 河西 邦剛 東京法令出版

783.47/ト 欧州旅するフットボール 豊福 晋 双葉社

783.47/ワ わたしはオオカミ : 仲間と手をつなぎ、やりたいことをやり、なりたい自分になる アビー･ワンバック 海と月社

言語 809.2/フ 伝わる仕組み : 毎日の会話が変わる51のルール 藤井 貴彦 新潮社

908.1/オ おめでとう 小池 昌代 新潮社

910.4/ヤ 古典を読んだら、悩みが消えた。 : 世の中になじめない人に贈るあたらしい古典案内 安田 登 大和書房

911.16/タ サラダ記念日 : 俵万智歌集 俵 万智 河出書房新社

913.2/ラ ラノベ古事記 : 日本の英雄と天翔ける物語 小野寺 優 KADOKAWA

913.6/イ/1 ミチクサ先生  - 上 伊集院 静 講談社

913.6/イ/2 ミチクサ先生  - 下 伊集院 静 講談社

913.6/ウ 54字の物語∞ : みんなでつくる意味がわかるとゾクゾクする超短編小説 氏田 雄介 PHP研究所

913.6/ウ ひまわりは恋の形 宇山 佳佑 小学館
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所在 請求記号 書　名 著者名 出版者

913.6/オ いえ 小野寺 史宜 祥伝社

913.6/カ タラント 角田 光代 中央公論新社

913.6/ス かぐや姫、物語を書きかえろ! 雀野 日名子 河出書房新社

913.6/セ 夏の体温 瀬尾 まいこ 双葉社

913.6/ツ レジェンドアニメ! 辻村 深月 マガジンハウス

913.6/ハ/19 都会のトム&ソーヤ  - 19 はやみね かおる 講談社

913.6/フ 空にピース 藤岡 陽子 幻冬舎

913.68/ハ はじめての 島本 理生 水鈴社

914.6/サ うまれることば、しぬことば 酒井 順子 集英社

916/タ お金さま、いらっしゃい! 高田 かや 文藝春秋

916/ハ はなちゃんのみそ汁  - 青春篇 安武 信吾 文藝春秋

923.7/ハ 1984年に生まれて 郝 景芳 中央公論新社

929.13/ペ ユ・ウォン ペク オニュ 祥伝社

933.7/ガ マザーランドの月 サリー・ガードナー 小学館

933.7/キ 転校生は、ハリウッドスター ジェン・キャロニタ 小学館

933.7/フ ミアの選択 ゲイル・フォアマン 小学館

933.7/ラ ラスト・フレンズ : わたしたちの最後の13日間 ヤスミン・ラーマン 静山社

134.96/ツ 誰にもわかるハイデガー : 文学部唯野教授・最終講義 筒井 康隆 河出書房新社

141.6/ワ 感情的にならない本 : 不機嫌な人は幼稚に見える 和田 秀樹 PHP研究所

723.35/キ 印象派という革命 木村 泰司 筑摩書房

901.3/ル いまファンタジーにできること アーシュラ・K.ル=グウィン 河出書房新社

913.6/ア くらやみガールズトーク 朱野 帰子 KADOKAWA

913.6/ア 非色 有吉 佐和子 河出書房新社

913.6/ア/8 これは経費で落ちません!  - 8 青木 祐子 集英社

913.6/ア/9 これは経費で落ちません!  - 9 青木 祐子 集英社

913.6/イ シャイロックの子供たち 池井戸 潤 文藝春秋

913.6/イ 炎の塔 五十嵐 貴久 祥伝社

913.6/カ/2 確率捜査官御子柴岳人  - [2] 神永 学 KADOKAWA

913.6/カ/3 確率捜査官御子柴岳人  - [3] 神永 学 KADOKAWA

913.6/コ 歌舞伎座の怪紳士 近藤 史恵 徳間書店

913.6/コ 明日をくれた君に、光のラブレターを 小桜 すず KADOKAWA

913.6/サ 70年分の夏を君に捧ぐ 櫻井 千姫 スターツ出版

913.6/サ ひとんち : 澤村伊智短編集 澤村 伊智 光文社

913.6/サ 君が落とした青空 櫻 いいよ スターツ出版

913.6/タ 富士山噴火 高嶋 哲夫 集英社

913.6/タ/2 忍者だけど、OLやってます : オフィス忍者合戦の巻  - [2] 橘 もも 双葉社

913.6/タ/3 忍者だけど、OLやってます : 抜け忍の心意気の巻  - [3] 橘 もも 双葉社

913.6/タ/4 忍者だけど、OLやってます : 遺言書争奪戦の巻  - [4] 橘 もも 双葉社

913.6/ツ 卒業タイムリミット 辻堂 ゆめ 双葉社

913.6/ト 放課後レシピで謎解きを : うつむきがちな探偵と駆け抜ける少女の秘密 友井 羊 集英社

913.6/ナ 119 長岡 弘樹 文藝春秋

913.6/ナ 白い薔薇の淵まで 中山 可穂 河出書房新社

913.6/ハ ジヴェルニーの食卓 原田 マハ 集英社

913.6/ハ 水槽の中 畑野 智美 KADOKAWA

913.6/ハ 星守る犬 : 小説 村上 たかし‖原作 双葉社

913.6/マ 静かな終末 眉村 卓 竹書房

913.6/マ 犯人は僕だけが知っている 松村 涼哉 KADOKAWA
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所在 請求記号 書　名 著者名 出版者

913.6/ミ/2-3 ビブリア古書堂の事件手帖  - [2]-3 三上 延 KADOKAWA

913.6/ヨ 女優の娘 吉川 トリコ ポプラ社

913.6/ワ タカラモノ 和田 裕美 双葉社

913.68/サ 再生 綾辻 行人 KADOKAWA

913.68/シ ショートショートの宝箱 光文社文庫編集部 光文社

913.68/ホ 本からはじまる物語 阿刀田 高 KADOKAWA

913.68/モ 魍魎回廊 : ホラー・ミステリーアンソロジー 宇佐美 まこと 朝日新聞出版

916/キ キミは他人に鼻毛が出てますよと言えるか 北尾 トロ 幻冬舎

986/ア ボタン穴から見た戦争 : 白ロシアの子供たちの証言 スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ 岩波書店

140/ヨ ようこそ、心理学部へ 同志社大学心理学部 筑摩書房

280.4/ホ 偉人の年収 堀江 宏樹 イースト・プレス

289.1/カ 北里柴三郎 海堂 尊 筑摩書房

302.1/フ 不思議の国ニッポン : 海外メディアは見た クーリエ・ジャポン 講談社

302.27/タ サウジアラビア : 「イスラーム世界の盟主」の正体 高尾 賢一郎 中央公論新社

338.7/コ サラ金の歴史 : 消費者金融と日本社会 小島 庸平 中央公論新社

345.2/オ 世界を変えた「ヤバい税金」 大村 大次郎 イースト・プレス

370.4/ヨ 子どもが心配 : 人として大事な三つの力 養老 孟司 PHP研究所

371.41/サ メタ認知 : あなたの頭はもっとよくなる 三宮 真智子 中央公論新社

372.23/ノ 子どもが教育を選ぶ時代へ 野本 響子 集英社

391.2/オ 独ソ戦 : 絶滅戦争の惨禍 大木 毅 岩波書店

417/チ ニュースの数字をどう読むか : 統計にだまされないための22章 トム・チヴァース 筑摩書房

450/ヤ なぜ地球は人間が住める星になったのか? 山賀 進 筑摩書房

481.2/タ 進化の謎をとく発生学 : 恐竜も鳥エンハンサーを使っていたか 田村 宏治 岩波書店

493.74/イ その｢うつ｣っぽさ適応障害かもしれません 岩波 明 青春出版社

493.76/オ 発達障害｢グレーゾーン｣ : その正しい理解と克服法 岡田 尊司 SBクリエイティブ

519.81/ク 絶滅危惧種はそこにいる : 身近な生物保全の最前線 久保田 潤一 KADOKAWA

538.9/ウ 宇宙飛行士選抜試験 : ファイナリストの消えない記憶 内山 崇 SBクリエイティブ

811.2/サ 漢字ハカセ,研究者になる 笹原 宏之 岩波書店

901.3/ヨ 物語のあるところ : 月舟町ダイアローグ 吉田 篤弘 筑摩書房

910.26/カ 森鷗外 海堂 尊 筑摩書房

914.45/テ 100冊の自己啓発書より「徒然草」を読め! 適菜 収 祥伝社

059/ア/2022 朝日ジュニア学習年鑑  - 2022 朝日新聞出版

366.89/コ 外国人労働相談最前線 ( 岩波ブックレット) 今野 晴貴 岩波書店

369.27/フ ｢障害｣ある人の｢きょうだい｣としての私 ( 岩波ブックレット) 藤木 和子 岩波書店

369.36/ト 福島 人なき「復興」の10年 : フォト・ルポルタージュ ( 岩波ブックレット) 豊田 直巳 岩波書店

911.1/コ 短歌部、ただいま部員募集中! ( 岩波ジュニアスタートブックス ) 小島 なお 岩波書店

304/コ これから大人になる君たちへ : 学校では教えてくれない未来を生き抜くヒント 池上 彰 KADOKAWA

320/カ 18歳までに知っておきたい法のはなし 神坪 浩喜 みらいパブリッシング

338.18/コ 父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え ジェイエル・コリンズ ダイヤモンド社

338/ス アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書 アンドリュー・O.スミス SBクリエイティブ

338/ビ お父さんが教える13歳からの金融入門 デヴィッド・ビアンキ 日本経済新聞出版社

591/ヨ はじめてのお金の基本 : マンガと図解でしっかりわかる 頼藤 太希 成美堂出版

コミック 726.1/モ/134 はじめの一歩  - 134 森川 ジョージ 講談社
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