
 
 

 

書 名 著者名 出版社 請求記号 

メタバース さよならアトムの時代 加藤直人 著 集英社 007-カ 

つい他人と比べてしまうあなたが嫉妬心とうまく付き合う本 根本裕幸 著 学研プラス 141-ネ 

地球の歩き方ムー異世界(パラレルワールド)の歩き方 超古

代文明 オーパーツ 聖地 UFO UMA '22 
地球の歩き方編集室 学研プラス 290-チ 

楽園図鑑 日本の絶景無人島 清水浩史 著 河出書房新社 291-シ 

地図でスッと頭に入るアジア 25 の国と地域 井田仁康 監修 昭文社 292-イ 

JK、インドで常識ぶっ壊される 熊谷はるか 著 河出書房新社 292-ク 

教えて！タリバンのこと 内藤正典 著 ミシマ社 302-ナ 

乙種 4 類危険物取扱者試験 令和 3 年～平成 24 年中

に出題された 525 問を収録 令和 4 年版 
- 公論出版 317-オ 

理容師・美容師の一日 WILL こども知育研究所 編著 保育社 366-ウ 

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 

嫌いな教科を好きになる方法、教えてください！ 河出書房新社 編 河出書房新社 375-カ 

高校生のための「探究」学習図鑑 廣瀬志保 編著 ; 田村学 監修 学時出版 375-ヒ 

戦争プロパガンダ 10 の法則 アンヌ・モレリ 著 ; 永田千奈 訳 PHP 研究所 392-モ 

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 著 岩波書店 481.2-タ 

ビジュアルデータブック日本の生き物 固有種・外来種が教

えてくれること 
今泉忠明 監修 幻冬舎 482-イ 

クジラの骨と僕らの未来 中村玄 理論社 489-ナ 

てづくり推しぬい BOOK 平栗 あずさ／著 グラフィック社 594-ヒ 

らくらくお米パン 5 分でできるかんたんパンレシピ 野崎ゆみ 光文社 596-ノ 

これからの時代に売れる野菜 - イカロス出版 626-イ 

もっと簡単で確実にふやせるさし木・つぎ木・とり木 高柳良夫著 日本文芸社 627-タ 

野生動物の描き方 生物の体の構造と仕組みをわかりや

すく解説 
ティム・ポンド 著 ; 世波貴子 訳 ホビージャパン 725-ホ 

Dr.STONE 25 稲垣理一 著 集英社 726-イ 25 
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キングダム KINGDOM 65 原泰久 著 集英社 726-ハ 65 

ブルーピリオド Blue Period 12  山口つばさ 著 講談社 726-ヤ-12 

新しい打楽器メソード ストロークをシステム化する 深町浩司 著 スタイルノート 763-フ 

ひらめき!英語迷言教室 ジョークのオチを考えよう 右田邦雄 著 岩波書店 830-ミ 

作家たちの 17 歳 千葉俊二 著 岩波書店 910-チ 

すごい言い訳! 漱石の冷や汗、太宰の大ウソ 中川越 著 新潮社 910-ナ 

マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂幸太郎 著 幻冬舎 913-イ 

沈みかけの船より、愛をこめて  
乙一, 中田永一, 山白朝子, 安達

寛高 著 
朝日新聞出版 913-オ 

落語 DE 古事記 桂竹千代 著 幻冬舎 913-カ 

タラント  角田光代 著 中央公論新社 913-カ 

晴れ、時々くらげを呼ぶ 鯨井あめ著 講談社 913-ク 

ワカレ花 けんご 著 双葉社 913-ケ 

はじめての 
島本理生, 辻村深月, 宮部みゆき, 

森絵都 著 
文藝春秋 913-シ 

さよならの向う側 Goodbye,My Dear 清水晴木 著 
マイクロ マガジ

ン社 
913-シ 

さよならの向う側 i love you 清水晴木 著 
マイクロ マガジ

ン社 
913-シ 

バブル 
バブル製作委員会 原作 ; 武田綾

乃 著 
集英社 913-タ 

隠温羅 内藤了 著 講談社 913-ナ 10 

宇宙船の落ちた町 根本総一郎著 
角川春樹事務

所 
913-ネ 

なめらかな世界と、その敵 伴名練 著 早川書房 913-ハ 

両手にトカレフ ブレイディみかこ著 ポプラ社 913-フ 

メイデーア転生物語 3～５ 友麻碧 [著] KADOKAWA 913-ユ 

朝焼けのペンギン・カフェ 横田アサヒ [著] KADOKAWA 913-ヨ 

タフィー サラ・クロッサン著 三辺律子訳 岩波書店 933-ク 

ナゲキバト ラリー・バークダル著 片岡しのぶ訳 あすなろ書房 933-ハ 

トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス 作 高杉一郎 訳 岩波書店 933-ヒ 
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