
 
 

書 名 著 者 出版社 請求記号 

えほんのせかいこどものせかい 松岡享子 著 文藝春秋 019-マ 

著作権ハンドブック 先生、勝手にコピーしちゃダメ  著作権を

制する者は授業を制す! 
宮武久佳, 大塚大 著 東京書籍 021-ミ 

10 代のための読書地図 本の雑誌編集部 編 本の雑誌社 028-ホ 

これならわかる沖縄の歴史 Q&A 楳澤和夫 著 大月書店 219-ウ 

物語ウクライナの歴史 ヨーロッパ最後の大国 黒川祐次 著 中央公論新社 238-ク 

土木技術者になるには 三上美絵 著 ぺりかん社 366-ミ 

親の期待に応えなくていい 鴻上尚史 著 小学館 367.3-コ 

今とこれからがわかるはじめての LGBT 入門 清水展人 著 主婦の友社 367.9-シ 

図解でわかるホモ・サピエンスの秘密 最新知見をもとにひも解

く、おどろきの人類 700 万年史 
インフォビジュアル研究所 著 太田出版 469-イ 

人類の進化大研究 700 万年の歴史がわかる 河野礼子 監修 PHP 研究所 469-コ 

標本バカ 川田伸一郎 著 ; 浅野文彦 イラスト ブックマン社 480.7-カ 

新世界透明標本 冨田伊織 作 ; 渡辺良太郎 撮影 小学館 480.7-ト 

深海生物大事典 佐藤孝子 著 成美堂出版 481.7-サ 

〈新世界〉透明標本 冨田伊織 作 ; 岩瀬成知 監修 小学館 487.5-ト 

最強脳 『スマホ脳』ハンセン先生の特別授業 アンデシュ・ハンセン 著 ; 久山葉子 訳 新潮社 491.3-ハ 

〈公式〉食生活アドバイザー3 級テキスト&問題集 FLA ネットワーク協会 編 
日本能率協会マ

ネジメントセンター 
498.5-エ 

〈公式〉食生活アドバイザー重要用語辞典 FLA ネットワーク協会 編 
日本能率協会マ

ネジメントセンター 
498.5-エ 

食品の栄養とカロリー事典  奥嶋佐知子 監修 
女子栄養大学出

版部 
498.5-オ 

なにをどれだけ食べたらいいの? バランスのよい食事ガイド 香川明夫 監修 
女子栄養大学出

版部 
498.5-カ 

いきもの六法 日本の自然を楽しみ、守るための法律 
中島慶二, 益子知樹 監修 ; 山と溪谷

社いきもの部 編  
山と渓谷社 519-ナ 

建築家になりたい君へ 隈研吾 著 河出書房新社 520-ク 

漫画でわかるバイオエタノール 石川森彦 作・画 アメリカ穀物協会監修 幻冬舎 575-イ 

メイクはただの魔法じゃないの ビギナーズ 六多いくみ 著 講談社 595-ロ 

生き抜くためのごはんの作り方 悩みに効く 16 人のレシピ 河出書房新社 編 ; 有賀薫 [ほか] 著 河出書房新社 596-カ 

47 都道府県日本全国地元食図鑑 菅原佳己 著 平凡社 596-ス 

まっすぐだけが生き方じゃない 木に学ぶ 60 の知恵 
リズ・マーヴィン 文  アニー・デービッドソン 

絵 ; 栗田佳代 訳  吉村謙一 監修 
文響社 653-マ 
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目の見えない白鳥さんとアートを見にいく 川内有緒 著 
集英社インターナ

ショナル 
707-カ 

ゴールデンカムイ GOLDEN KAMUY 29 野田サトル 著 小学館 726-ノ-29 

かえるの哲学 アーノルド・ローベル 文・絵 ; 三木卓 訳 ブルーシープ 726-ロ 

アイドルホース列伝 1970-2021 小川隆行 編著 星海社 788-オ 

気持ちを表すことばの辞典 飯間浩明 監修 ツヅキエイミ, 252% 絵 ナツメ社 814-イ 

12 歳までに知っておきたい語彙力図鑑 「伝える力」が伸びる! 齋藤孝 著 
日本能率協会マ

ネジメントセンター 
814-サ 

わたしの幸せな結婚 5 顎木あくみ [著] KADOKAWA 913-ア-5 

香君 上 上橋菜穂子 著 文藝春秋 913-ウ-1 

香君 下 上橋菜穂子 著 文藝春秋 913-ウ-2 

さよならに反する現象 乙一 著 KADOKAWA 913-オ 

僕の世界は、ずっと君だった 騎月孝弘 [著] ポプラ社 913-キ 

噓つきは殺人鬼の始まり SNS 採用調査員の事件ファイル 佐藤青南 著 宝島社 913-サ 

レジェンドアニメ! 辻村深月 著 マガジンハウス 913-ツ 

鬼人幻燈抄 大正編 紫陽花の日々 中西モトオ 著 双葉社 913-ナ-8 

鬼人幻燈抄 大正編[2] 終焉の夜 中西モトオ 著 双葉社 913-ナ-9 

22 年目の告白 私が殺人犯です 浜口倫太郎 [著] 講談社 913-ハ 

翔ぶ少女 原田マハ [著] ポプラ社 913-ハ 

雨降る森の犬 馳星周 著 集英社 913-ハ 

水無月家の許嫁 十六歳の誕生日、本家の当主が迎えに来ました。 友麻碧 著 講談社 913-ユ 

メイデーア転生物語 1 友麻碧 [著] KADOKAWA 913-ユ-1 

メイデーア転生物語 2 友麻碧 [著] KADOKAWA 913-ユ-2 

あやかし夫婦は地獄の果てで君を待つ。 9 友麻碧 [著] KADOKAWA 913-ユ-9 

あやかしお宿の回顧録。 12 友麻碧 [著] KADOKAWA 913-ユ-12 

ノラや 内田百間 著 中央公論社 914-ウ 

僕たちはどう生きるか 言葉と思考のエコロジカルな転回 森田真生 著 集英社 914-モ 

三十の反撃 ソンウォンピョン 著 ; 矢島暁子 訳 祥伝社 929-ソ 

死にたいけどトッポッキは食べたい ペク・セヒ 著 ; 山口ミル 訳 光文社 929-ヘ 

死にたいけどトッポッキは食べたい 2 ペク・セヒ 著 ; 山口ミル 訳 光文社 929-ヘ-2 

自由研究には向かない殺人 ホリー・ジャクソン 著 ; 服部京子 訳 東京創元社 933-シ 

グレート・ギャツビー フィツジェラルド [著] ; 野崎孝 訳 新潮社 933-フ 

ミッドナイト・ライブラリー マット・ヘイグ 著 ; 浅倉卓弥 訳 
ハーパーコリンズ・ジ

ャパン 
933-ヘ 
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