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NEW !
書　名 著　者 出版者  請求記号

未来のきみを変える読書術 なぜ本を読むのか? 苫野一徳 著 筑摩書房 019-ト

〈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!2022→2023年版

ニュース・リテラシー研究所 編著

ニュースリテラシー研究所
新星出版社

031-ニ-

2022

繊細な人が快適に暮らすための習慣 医者が教えるHSP対策 西脇俊二 著 KADOKAWA 141-ニ

自分を変えたい 殻を破るためのヒント 宮武久佳 著 岩波書店 159-ミ

生きのびるための「失敗」入門 雨宮処凛 著 河出書房新社 281-ア

頼朝と義時 武家政権の誕生 呉座勇一 著 講談社 289-コ

統計から読み解く色分け日本地図 重永瞬 著 彩図社 291-シ

大人になるってどういうこと? みんなで考えよう18歳成人 神内聡 著 くもん出版 324-シ

バナナの魅力を100文字で伝えてください 誰でも身につく36の伝わる法則 柿内尚文 著 かんき出版 361.4-カ

なぜ親はうるさいのか　子と親は分かりあえる？ 田房永子 著 筑摩書房 367.3-タ

母ふたりで"かぞく"はじめました。 小野春 著 講談社 367.9-オ

ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が上手に勉強するための本 安田祐輔 著 翔泳社 369.2-ヤ

マイテーマの探し方 探究学習ってどうやるの? 片岡則夫 著 筑摩書房 375-カ

古典がおいしい!平安時代のスイーツ 前川佳代, 宍戸香美 著 かもがわ出版 383-マ

ルリボシカミキリの青 福岡ハカセができるまで 福岡伸一 著 文藝春秋 404-フ

中学生の知識で数学脳を鍛える 鈴木貫太郎 著 大和書房 410-ス

世界史は化学でできている 絶対に面白い化学入門 左巻健男 著 ダイヤモンド社 430-サ

銀河のすべて なぞ多き銀河の一生にせまる最新の銀河像を徹底紹介! ニュートンプレス 443-ニ

くらべてわかるシダ 識別ポイントで見分ける 桶川修 文 ; 大作晃一 写真 山と溪谷社 476-オ

しんどい心にさようなら 生きやすくなる55の考え方 きい 著 ; ゆうきゆう 監修 KADOKAWA 498.3-キ

2030年:すべてが「加速」する世界に備えよ
ピーター・ディアマンディス, スティーブン・

コトラー 著 ; 土方奈美 訳
ニューズピックス 502-テ

SDGs時代の食べ方 世界が飢えるのはなぜ? 井出留美 著 筑摩書房 518-イ

マンガでわかる脱炭素(カーボンニュートラル) 藤野純一 監修 池田書店 519-フ

日本の城語辞典 萩原さちこ 著 ; 三浦正幸 監修 誠文堂新光社 521-ハ

図説英国貴族の城館 カントリー・ハウスのすべて 田中亮三 文 ; 増田彰久 写真 河出書房新社 523-タ

食べるとはどういうことか 世界の見方が変わる三つの質問 藤原辰史 著 農山漁村文化協会 596-フ
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１類　哲学・心理学

2類　歴 史・地 理・伝 記

３類　社会科学

４類　自然科学

５類　技　術

モーリン



農業フロンティア 越境するネクストファーマーズ 川内イオ 著 文藝春秋 612-カ

#大好きマイクロブタさん
mipig 著 ; 田向健一 監修

Hooome
KADOKAWA 645.5-マ

チンチラ、飼いはじめました! 鈴木理恵 著 誠文堂新光社 645.8-ス

ハリネズミ、飼いはじめました! 大野瑞絵 著 誠文堂新光社 645.9-オ

君たちに贈る明日への勇気が湧いてくる広告コピー パイインターナショナル 674-ハ

上映 アボガド6 著 KADOKAWA 726-ア

旅する小舟 ペーター・ヴァン・デン・エンデ 著 求龍堂 726-エ

マグメル深海水族館　1～7 椙下聖海 著 新潮社 726-ス

セミ ショーン・タン 著 ; 岸本佐知子 訳 河出書房新社 726-タ

学校に行けなかった中学生が漫画家になるまで 起立性調節障害とわたし 月本千景 著 中央公論新社 726-ツ

棒人間図解大全 MICANO 著 自由国民社 726-ミ

リエゾン こどものこころ診療所　1~6 竹村優作 原作 ; ヨンチャン 漫画 講談社 726-ヨ

1日のおわりにもふもふタイム 松原卓二 写真・文 大和書房 748-マ

おばあちゃんと福ちゃん YASUTO 著 宝島社 748-ヤ

自分の声をチカラにする ウォルピスカーター 著 KADOKAWA 767-ウ

ゼロから分かる!マンガ落語入門 稲田和浩 監修 ; 三上敬 マンガ 世界文化社 779-イ

チャレンジの意味ってなんだろう? スポーツの世界に飛び込むため海外で

の学びを選んだ達人たち
ベースボール・マガジン社 編著 ベースボール・マガジン社 780-ヘ

陸上競技の筋力トレーニング 競技力が上がる体づくり 五味宏生 著 ベースボール・マガジン社 782-コ

道ひらく、海わたる 大谷翔平の素顔 佐々木亨 著 扶桑社 783-サ

ワケあり!?なるほど語源辞典
冨樫純一 監修 さがわゆめこ 絵  グ

ラフィオ 編著
金の星社 812-ト

英単語の語源図鑑 見るだけで語彙が増える
清水建二, すずきひろし 著 ; 本間昭

文 イラスト
かんき出版 834-シ

いまきみがきみであることを 白井明大 詩 ; カシワイ 画 書肆侃侃房 911.5-シ

僕は馬鹿になった。 ビートたけし詩集 ビートたけし 著 祥伝社 911.5-ヒ

5分後に緊迫のラスト エブリスタ 編 河出書房新社 913-エ

ようこそ実力至上主義の教室へ　1～11 衣笠彰梧 著 KADOKAWA 913-キ

リボルバー 原田マハ 著 幻冬舎 913-ハ

やがて訪れる春のために はらだみずき 著 新潮社 913-ハ

ミトンとふびん 吉本ばなな 著 新潮社 913-ヨ

脳漿炸裂ガール　3~6
れるりり 原案 吉田恵里香 著  ちゃ

つぼ イラスト
KADOKAWA 913-ヨ

なっちゃんの花園 寮美千子 著 西日本出版社 913-リ

ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記 遠藤和 著 小学館 916-エ

三体 The Three-Body Problem
劉慈欣 著 ; 大森望, 光吉さくら, ワ

ンチャイ 訳 ; 立原透耶 監修
早川書房 923-リ-1

６類　産　業

７類　芸術・スポーツ

8類　言　語

９類　文　学
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