
所在 請求記号 書名 著者名 出版者

071/ア/2022-3 朝日新聞縮刷版  - 2022-3 朝日新聞社

333.8/オ 大人も知らない!?SDGsなぜなにクイズ図鑑 笹谷 秀光 宝島社

518.52/ズ 図解でわかる14歳から知るごみゼロ社会 インフォビジュアル研究所 太田出版

376.8/マ 夢をつかむ力 : 田舎からスタンフォード大学に合格した私が身につけた 松本 杏奈 KADOKAWA

375/ヤ やる気を出したい人成績を上げたい人のための中学の勉強のトリセツ 梁川由香 学研プラス

377.21/ダ/2023 大学ランキング  - 2023年版 ( AERA MOOK進学 ) 朝日新聞出版

810/ヤ 大学入試ゼロから覚醒はじめよう現代文 柳生 好之 かんき出版

816/カ 一生使えるWebライティングの教室 : 10代から大人まで、基礎から身につく｢文章力｣ 片桐 光知子 マイナビ出版

831.1/ダ 発音記号キャラ辞典 : 全ての発音記号をまとめてキャラ化!! Dacci from 英語物語 KADOKAWA

教師用 810/ゼ/2022 全国高校入試問題正解国語  - 2022年受験用 旺文社

104/オ 中高生のための哲学入門 : 「大人」になる君へ 小川 仁志 ミネルヴァ書房

146.82/フ 親のことが嫌いじゃないのに「なんかイヤだな」と思ったときに読む本 藤木 美奈子 WAVE出版

150.4/オ 半径3メートルの倫理 オギリマ サホ 産業編集センター

159/イ イドコロをつくる 伊藤 洋志 東京書籍

159/フ 性格4タイプ別習慣術 古川 武士 ディスカヴァー・トゥエンティワン

159.7/ウ 不安な時代に踏み出すための「だったらこうしてみたら?」 植松 努 PHPエディターズ・グループ

159.7/ク 中学校に行くのが楽しくなる本 : 悩みを成長に変える60のヒント 熊谷 雅之 みらいパブリッシング

262/ブ ブラジルの歴史を知るための50章 伊藤 秋仁 明石書店

289.3/ル 四角六面 : キューブとわたし エルノー・ルービック 光文社

302.38/イ 池上彰の世界の見方 東欧･旧ソ連の国々 : ロシアに服属するか、敵となるか 池上 彰 小学館

312.1/ニ ぶっちゃけ、誰が国を動かしているのか教えてください : 17歳からの民主主義とメディアの授業 西田 亮介 日本実業出版社

316.1/ロ 60分でわかる!改正個人情報保護法超入門 田中 浩之 技術評論社

329.36/シ 紛争地のポートレート : 「国境なき医師団」看護師が出会った人々 白川 優子 集英社クリエイティブ

366.29/ナ/53 声優になるには ( なるにはBOOKS ) 山本 健翔 ぺりかん社

334.3/ジ 人類の未来年表 ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

404/カ 科学名著図鑑 ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

404/モ 科学のトリセツ 元村 有希子 毎日新聞出版

413.59/サ 三角関数( ニュートンムック ) ニュートンプレス

417.1/ト 世の中は奇跡であふれている : 前向きになれる確率の話 鳥越 規央 WAVE出版

421/ム 無とは何か ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

430/マ 学びなおし中学・高校の化学  ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

431.11/サ 怖くて眠れなくなる元素 左巻 健男 PHPエディターズ・グループ

437/モ 文系でも3時間でわかる超有機化学入門 : 研究者120年の熱狂 諸藤 達也 裳華房

443.9/ノ なぜ宇宙は存在するのか : はじめての現代宇宙論 ( ブルーバックス ) 野村 泰紀 講談社

451.85/チ 地球温暖化の教科書 : われわれが直面する自然災害を一挙に解説 ( ニュートンムック ) ニュートンプレス

453/ナ 地震と火山と防災のはなし 楠城 一嘉 成山堂書店

467.2/ナ 遺伝子とは何か? ( ブルーバックス ) 中屋敷 均 講談社

493.7/ル ルポ・収容所列島 : ニッポンの精神医療を問う 風間 直樹 東洋経済新報社

498.55/サ 本当に役立つ栄養学 ( ブルーバックス ) 佐藤 成美 講談社

763/デ 楽器の科学 : 美しい音色を生み出す｢構造｣と｢しくみ｣ ( ブルーバックス ) フランソワ･デュボワ 講談社

産業 648.18/ム ヨーグルトの本 向井 智香 エムディエヌコーポレーション

764.6/オ 吹奏楽部バンザイ!! : コロナに負けない オザワ部長 ポプラ社

796.02/オ 頂へ : 藤井聡太を生んだもの 岡村 淳司 中日新聞社
芸術
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所在 請求記号 書名 著者名 出版者

芸術 797.1/マ マンガで覚える図解花札の基本 山本 茂 滋慶出版/土屋書店

780.21/ジ 人生を変えた経験 : #アスリートがつなぐ#未来につなぐ スターツ出版 スターツ出版

780.7/シ 世界を獲るノート : アスリートのインテリジェンス 島沢 優子 カンゼン

911.16/キ 玄関の覗き穴から差してくる光のように生まれたはずだ 木下 龍也 ナナロク社

913.6/ア #塚森裕太がログアウトしたら 浅原 ナオト 幻冬舎

913.6/ア それでも人のつもりかな 有島 希音 岩崎書店

913.6/イ マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂 幸太郎 幻冬舎

913.6/イ 心心 : 東京の星、上海の月 石田 衣良 KADOKAWA

913.6/ウ/1 香君  - 上 上橋 菜穂子 文藝春秋

913.6/ウ/2 香君  - 下 上橋 菜穂子 文藝春秋

913.6/カ マイスモールランド 川和田 恵真 講談社

913.6/カ 蛍と月の真ん中で 河邉 徹 ポプラ社

913.6/ク 氷柱の声 くどう れいん 講談社

913.6/コ うるうのもり 小林 賢太郎 講談社

913.6/コ 房総グランオテル 越谷 オサム 祥伝社

913.6/シ 競争の番人 新川 帆立 講談社

913.6/シ 剣持麗子のワンナイト推理 新川 帆立 宝島社

913.6/タ 世界が青くなったら 武田 綾乃 文藝春秋

913.6/タ 博士の長靴 瀧羽 麻子 ポプラ社

913.6/ナ 図書室のはこぶね 名取 佐和子 実業之日本社

913.6/ニ 推理大戦 : フー イズ ザ グレイテスト ワン 似鳥 鶏 講談社

913.6/ハ フェイク・インフルエンサー 白烏 あずさ ポプラ社

913.6/ヒ マスカレード・ゲーム 東野 圭吾 集英社

913.6/フ 雷轟と猫 藤原 七瀬 KADOKAWA

913.6/ヤ SPY×FAMILY家族の肖像 ( JUMP J BOOKS ) 遠藤 達哉 集英社

913.6/ユ ついでにジェントルメン 柚木 麻子 文藝春秋

913.6/ヨ 恋せぬふたり 吉田 恵里香 NHK出版

913.68/カ 彼女。 : 百合小説アンソロジー 相沢 沙呼 実業之日本社

913.68/ガ 学園ミステリー ( 絶対名作!十代のためのベスト・ショート・ミステリー ) 恩田 陸 汐文社

914.6/イ あなたの人生を、誰かと比べなくていい 五木 寛之 PHP研究所

914.6/サ 九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤 愛子 小学館

914.6/タ 道徳教室 : いい人じゃなきゃダメですか 高橋 秀実 ポプラ社

930.27/ヒ クトゥルー神話大事典 東 雅夫 新紀元社

933.7/ヘ 海を見た日 M.G.ヘネシー 鈴木出版

933.7/ベ やんごとなき読者 アラン・ベネット 白水社

983/ク ペンギンの憂鬱 アンドレイ・クルコフ 新潮社

031.4/フ 「日本の伝統」の正体 藤井 青銅 新潮社

135.23/オ 朝3分間のデカルト 小川 仁志 PHP研究所

383.82/タ 謎のアジア納豆 : そして帰ってきた<日本納豆> 高野 秀行 新潮社

596.04/ヒ 生まれた時からアルデンテ 平野 紗季子 文藝春秋

913.6/ア グラウンドの詩 あさの あつこ KADOKAWA

913.6/ア/14 よろず占い処陰陽屋桜舞う 天野 頌子 ポプラ社

913.6/イ やがて飛び立つその日には 石野 晶 双葉社

913.6/オ ただし、無音に限り 織守 きょうや 東京創元社

913.6/オ ドアを開けたら 大崎 梢 祥伝社
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所在 請求記号 書名 著者名 出版者

913.6/オ 深夜0時の司書見習い 近江 泉美 KADOKAWA

913.6/オ/7 珈琲店タレーランの事件簿  - 7 岡崎 琢磨 宝島社

913.6/カ 少年 川端 康成 新潮社

913.6/カ 隣のずこずこ 柿村 将彦 新潮社

913.6/コ/2 記憶喪失の君と、君だけを忘れてしまった僕。  - 2 小鳥居 ほたる スターツ出版

913.6/コ/3 記憶喪失の君と、君だけを忘れてしまった僕。  - 3 小鳥居 ほたる スターツ出版

913.6/タ バブル バブル製作委員会 集英社

913.6/タ/1 響け!ユーフォニアム 北宇治高校吹奏楽部、決意の最終楽章  - 前編 武田 綾乃 宝島社

913.6/タ/2 響け!ユーフォニアム 北宇治高校吹奏楽部、決意の最終楽章  - 後編 武田 綾乃 宝島社

913.6/ツ ミュージック・ブレス・ユー!! 津村 記久子 角川書店

913.6/ナ 勿忘草の咲く町で : 安曇野診療記 夏川 草介 KADOKAWA

913.6/ネ/3 ネメシス  - 3 周木 律 講談社

913.6/ネ/4 ネメシス   - 4 降田 天 講談社

913.6/ハ スイート・ホーム 原田 マハ ポプラ社

913.6/ハ 永遠をさがしに 原田 マハ 河出書房新社

913.6/ハ 成功者K 羽田 圭介 河出書房新社

913.6/ヒ 夏の騎士 百田 尚樹 新潮社

913.6/ミ ふたつのしるし 宮下 奈都 幻冬舎

914.6/サ もぐ∞ 最果 タヒ 河出書房新社

914.6/ト 「忘れる」力 外山 滋比古 潮出版社

209.5/セ 世界史の考え方 小川 幸司 岩波書店

238.6/ク 物語ウクライナの歴史 : ヨーロッパ最後の大国 黒川 祐次 中央公論新社

319.02/ホ 国際秩序 : 18世紀ヨーロッパから21世紀アジアへ 細谷 雄一 中央公論新社

369/シ ヤングケアラーってなんだろう 澁谷 智子 筑摩書房

370/ヒ 学校はなぜ退屈でなぜ大切なのか 広田 照幸 筑摩書房

371.7/コ 学力幻想 小玉 重夫 筑摩書房

498/タ モデルナはなぜ3日でワクチンをつくれたのか 田中 道昭 集英社インターナショナル

538.93/ウ NASAより宇宙に近い町工場 : 僕らのロケットが飛んだ 植松 努 ディスカヴァー・トゥエンティワン

547.48/オ メタバースとは何か : ネット上の「もう一つの世界」 岡嶋 裕史 光文社

611.3/ヤ エシカルフード 山本 謙治 KADOKAWA

686.1/サ 鉄道と政治 : 政友会、自民党の利益誘導から地方の自立へ 佐藤 信之 中央公論新社

686.21/ヤ 競馬と鉄道 : あの“競馬場駅”は、こうしてできた 矢野 吉彦 交通新聞社

801.01/イ 悪い言語哲学入門 和泉 悠 筑摩書房

815.8/シ 「させていただく」の使い方 椎名 美智 KADOKAWA

816.5/ヤ ぎりぎり合格への論文マニュアル 山内 志朗 平凡社

910.26/チ 作家たちの17歳 千葉 俊二 岩波書店

柱棚 373.2/ナ ルポ大阪の教育改革とは何だったのか ( 岩波ブックレット ) 永尾 俊彦 岩波書店

324.11/ジ 18歳で成人になる君へ : 大人へのハンドブック 数研出版編集部 数研出版

337/ズ 図解はじめて学ぶみんなのお金 エディ･レイノルズ 晶文社

365/ア あなたを狙う消費者トラブル40例 佐伯 理華 弘文堂

591/チ 超図解お金再入門 伊藤 亮太 PHP研究所

コミック 726.1/コ/3 戦争は女の顔をしていない  - 3 小梅 けいと KADOKAWA
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